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　急な発熱などにより、接種当日にキャンセルの発生が予測されます。ワクチンの廃棄を
避けるために「キャンセル待ち登録」を行います。

【登録の対象者】　下記の事項を全て満たす方
▼新型コロナワクチン小児接種の予約をしていない方で、3ページに記載の「追加接種日程」より早期での接種を希望す
る方
▼7～11歳の方のみで1人1枠ずつの登録が可能な方。兄弟の場合でも1人ずつの登録が必要です
▼キャンセルが発生した場合、接種可能日時を連絡します。なお、接種日当日に連絡した場合でも、連絡を受けてから速や
かに(30～45分以内)保護者同伴で、接種券・予診票・健康保険証・母子手帳を持参し、コモプラザ小児特設接種会場に
来場可能な方
▼キャンセルが発生しなかった場合には、接種できないことに同意いただける

【登録の対象者】　下記の事項を全て満たす方
▼新型コロナワクチン小児接種の予約をしていない方
▼キャンセルが発生した場合、接種可能日時を連絡します。なお、接種日当日に連絡した場合でも、連絡を受けてから速や
かに(30～45分以内)保護者同伴で、接種券・予診票・健康保険証・母子手帳を持参し、コモプラザ小児特設接種会場に
来場可能な方
▼キャンセルが発生しなかった場合には、接種できないことに同意いただける方

【登録の申込方法】

（土・日曜日、祝日を除く
午前9時～午後4時30分）市専用コールセンター ☎20-7771

7～11歳

5・6歳

広報しばた　　令和4年 3 月 15 日 ②

7～11歳 市専用コールセンターで登録を受付中です

5・6歳 市専用コールセンターで4月5日㊋午前9時から登録を受け付けます
お子さんの氏名・接種券番号・生年月日、保護者の氏名・電話番号などをお知らせください
※健康推進課では、「キャンセル待ち登録」の申し込みはできません

【ご注意ください！】　
　下記の事項を必ず確認のうえ、「キャンセル待ち登録」をお願いします。
▼この登録は接種を確約するものではありません。キャンセル発生状況により接種できない場合もあります
▼キャンセルが発生した際、申込受付順に連絡します
▼電話に出られなかった場合は、次の登録者に連絡します。その場合、新たにキャンセルが発生した際に、あらため
て連絡することになります。折り返しの電話には、対応できませんのでご了承ください

【ご確認ください！】　
❶予約済の方で、PCR検査を受けて判定を待っている場合は、接種できませんので、市コールセンターへご連絡ください
　　⇒判定結果がわかりしだい、健康推進課へご連絡ください。今後の対応についてお知らせします
❷新型コロナウイルス感染後に接種を希望する方は、かかりつけ医または健康推進課へご相談ください

「キャンセル待ち登録」のお知らせ
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7～11歳の接種予約の再開について

5・6歳の接種予約の開始について

新型コロナワクチン小児接種について
問合せ先＝新発田市新型コロナワクチンチーム事務局（健康推進課内、☎28-9210）

　7～11歳の皆様には、予約開始日から多くの予約をいただきありがとうございます。県か
ら示された初回分のワクチン配送量に達したことで休止していた接種予約について、ワクチン
の追加配送計画が示されましたので、下記の接種日程を新たに設定し、予約を再開します。

　5・6歳の予約については、県からの当市への初回ワクチン配送量が、想定を大きく下回っ
たことから、やむを得ず中止していました。多くの皆様にご迷惑をおかけし、大変申し訳ありま
せんでした。ワクチンの追加配送計画が示されましたので、送付した手引書に記載された日程
より大幅に前倒しを行い、下記のとおり新たな接種日程で予約を受け付けます。

※今後の接種日程については、「広報しばた」5月20日号及び市ホームページでお知らせします

※今後の接種日程については、「広報しばた」5月20日号及び市ホームページでお知らせします

【追加接種日程】

【新たな接種日程】

広報しばた　　令和4年 3 月 15 日③

予約受付＝インターネット・市専用コールセンターで、3月23日㊌午前9時～

予約受付＝インターネット・市専用コールセンターで、3月30日㊌午前9時～
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18:30～19:30

2回目の接種日

2回目の接種日

4/20㊌

4/21㊍

4/29㊗

4/30㊏

5/1㊐

5/6㊎

5/7㊏

5/8㊐

5/14㊏

5/25㊌

5/26㊍

5/11㊌の同時刻

5/12㊍の同時刻

5/20㊎の同時刻

5/21㊏の同時刻

5/22㊐の同時刻

5/27㊎の同時刻

5/28㊏の同時刻

5/29㊐の同時刻

6/4㊏の同時刻

6/15㊌の同時刻

6/16㊍の同時刻

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

〇

〇

—

〇

〇

—

〇

〇

〇

〇

〇

—

—

〇

—

—

〇

—

—

—

—

—

P2-5_ワクチン・ピックアップ.indd   3P2-5_ワクチン・ピックアップ.indd   3 2022/03/09   15:29:012022/03/09   15:29:01



環境衛生課資源リサイクル係（☎28-9115）

農林水産課生産振興係（☎33-3108）

 ４月３日㊐午前９時～１１時（小雨決行）
※自治会により、実施日や時間が異なる場合があります
※悪天候により中止する場合は、前日の午後5時までに
各自治会長へ連絡するほか、当日の午前6時30分にエフ
エムしばたでもお知らせします
実施場所＝山中を除く市内全域。集合場所や清掃範囲、
ごみ集積場所などは、各自治会で決めています
回収するもの＝不法投棄されたごみ
▼袋に入るごみ（たばこの吸い殻や空き缶、空きびんな
ど）…❶燃えるごみ、❷燃えないごみに分別し、自治会が
配布する環境美化ボランティア袋に入れてください
※❶は地域の各ごみステーションに分散して出してくだ
さい。後日、回収します
※❷は自治会ごとに定めている集積場所にまとめて置い
てください
▼袋に入らないごみ（粗大ごみ）…自治会ごとに定めて
いる集積場所に、❷とは別にまとめて置いてください
▼その他のごみ…草を出す場合は、土をよく落として集
めてください。草が大量にある場合は袋に入れず、１か所
に積んでおいてください。後日、回収します
※伐採した樹木や剪定した枝、各家庭のごみは回収しま
せん。有料の指定ごみ袋などで出してください
※汚泥などを入れた麻袋は個人の敷地に置かず、側溝
の蓋の上や各自治会で決めた場所に置いてください。後
日、回収します

 4月3日㊐午前9時～売り切れ次第終了
 新鮮おさかな市場（藤塚浜）

▼さかな詰め放題（1回500円）
▼鮮魚・干物・海鮮みそ汁・海鮮炊き込みご飯の販売
その他＝「新鮮おさかな市場」は、10月までの毎週土・日曜日
の午前8時～10時30分に営業します。また、5月以降の第1日
曜日には、海鮮みそ汁のふるまいがあります

 けがをした場合は、自治会長を通じて市にご連絡く
ださい

【大クリーン作戦で回収したごみの量の推移】

新発田市 大クリーン作戦お知らせ

松塚漁港「新鮮おさかな市場」オープン&さかなまつり開催！お知らせ

情報ピックアッ プ

広報しばた　　令和4年 3 月 15 日 ④

　4月3日㊐から、魚介類直売所「新鮮おさかな市場」の営業を開始します。
初日には「さかなまつり」を開催します。ぜひ、お越しください。

福島潟クリーン作戦
 環境衛生課資源リサイクル係（☎28-9115）

 4月9日㊏午前９時～１１時
集合場所＝福島潟東部揚水機場前広場（下図参照）
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作業は、自治会単位で行います。作業時間や清掃範囲などは、自治会の指示に従ってください。

令和3年度はコロナ
禍により統一して
実施しませんでした
が、各自治会が独
自に行ったクリーン
作戦の合計で、約
8,800人にご協力
いただきました
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環境衛生課生活環境係（ヨリネスしばた1階、☎28-9120）

【登録済みの犬】
　市から郵送された案内はがきを持参し、下表の会場で
予防注射を受けてください。犬の死亡や登録内容に変更
があった場合は、市に届け出てください。

 3250円（注射代）

【未登録の犬】
　下表の会場で予防注射と登録手続きをしてください。

 6250円（登録手数料、注射代）
※動物病院でも登録と注射を受けることができます

愛犬の登録と狂犬病予防注射の定期接種をしましょうお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う
税金・保険料の減免・免除申請はお早めに健康・福祉

　生後91日を経過した犬は、登録（生涯1回）と毎年4月1日から6月30日までに狂犬病予防注射
を接種させることが、法律で義務付けられています。
　なお、接種会場の見直しを行いました。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　3月末が申請期限となっているものがあります。下記特例措置の内容や申請方法など
詳しくは、お早めにお問い合わせください。

 対象者  日時  場所・会場  内容  講師  料金  定員  持ち物  その他  申込方法・期間など  問合せ先 
 申込み先・問合せ先  ■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要

広報しばた　　令和4年 3 月 15 日⑤

措置 要件の概要 申請期限 問合せ先

減免

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

JA北越後〆切倉庫
米倉農村環境改善センター
下中山公会堂
　　旧米倉小学校
　　菅谷コミュニティセンター
中央公民館赤谷分館
　　旧菅谷小学校
　　旧荒橋小学校
加治川地区公民館中川分館
JA北越後浦倉庫
　　加治川コミュニティセンター
　　川東コミュニティセンター
加治川支所
JA北越後五十公野倉庫
カルチャーセンター前広場

　　旧天王小学校
JA北越後真野原農協倉庫
豊浦支所
紫雲寺地区公民館

　　瑳玖良公園（コモタウン裏）
　　カリオンパーク駐車場
南公園（御免町小学校脇）
　　旧本田小学校
アイネスしばた
カルチャーセンター前広場
住吉コミュニティセンター
佐々木太子堂
七葉コミュニティセンター
佐々木コミュニティセンター
　　中井保健センター

19：20～19：50
19：30～10：10
10：30～10：50
10：40～11：20
11：20～12：00
13：30～14：00
13：30～14：10
19：30～10：10
19：30～10：10
10：40～11：20
10：40～11：30
13：00～14：30
13：30～14：10
19：30～11：30
13：30～15：30

19：30～10：10
19：30～10：30
10：40～11：40
11：00～12：00

13：30～15：00
19：30～10：10
19：30～11：20
10：40～11：20
13：30～15：00
13：30～15：30
19：30～11：20
13：30～14：00
13：30～14：30
14：30～15：30
15：00～15：30

会場

会場

時間

時間

月日

月日

4月12日㊋

4月15日㊎

4月16日㊏

4月18日㊊

4月19日㊋

4月23日㊏

4月25日㊊

免除国民年金保険料

主な生計維持者が死
亡または重篤な状態
になり、事業収入など
が減少した場合など

令和2年2月以降に失
業などで収入が減少
し、所得見込額が基準
に相当する場合など

左記「要件の概要」
に該当した月から
2年以内。詳しくは
ご相談ください

3月31日㊍

保険年金課国保賦課係（☎28-9310）

保険年金課高齢者医療・年金係（☎28-9312）

高齢福祉課介護保険係（☎28-9201）

▼ねんきん加入者ダイヤル（☎0570-003-004）
▼新発田年金事務所（☎23-2128）
▼保険年金課高齢者医療・年金係（☎28-9312）

　　県立紫雲寺記念公園
　  （多目的運動広場） 13：30～14：30
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