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問　健康増進課　☎（47）8000

新型コロナワクチン追加接種のご案内

　新型コロナワクチン4回目接種を開始しています。3回目接種から5カ月経過する頃に、対象となる60歳以上
の方に予診票を発送しています。3回目接種については、2回目接種から5カ月が経過した後、順次12歳以上の
対象者に予診票を発送しています。いずれも予診票がお手元に届き次第、予約・接種ができるようになります。

7/13時点の情報です。

回目接種のご案内

日 時 場 所
8/31（水）まで毎日　13:00～20:00 藤田医科大学病院A棟1階特設会場

▶�藤田医科大学病院（武田/モデルナ社製）

または

▶市内医療機関での個別接種（ファイザー社製・武田/モデルナ社製・武田社製（ノババックス）
最新の日程については、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」で
確認いただき、予約をしてください。接種場所を探すことができない場
合は、「市コールセンター」へお問い合わせください。

3回目接種も受け付けています

回目接種のご案内
　対象になる方　�3回目接種を完了し、①～③のいずれかに該当する方�

①60歳以上の方…3回目接種を終了した日から5カ月が経過する頃に予診票を発送します。�
②基礎疾患をお持ちの18歳以上の方…予診票の発行申請が必要です。�
③医師に重症化リスクが高いと判断された18歳以上の方…予診票の発行申請が必要です。

外国への入国時や日本への入国時の規制緩和措置、国内の行動制限の緩和措置などを受ける場合に活用で
きる新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）が、７月下旬からコンビニで取得できるようにな
る予定です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、土日や祝日など、市役所や保健センターの閉庁時間でもコンビニで
取得することができます。
詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。
▶対象　　　新型コロナワクチンを接種したマイナンバーカードをお持ちの方
▶交付場所　セブンイレブン
▶交付時間　毎日6:30～23:00
▶手数料　　1通120円
※令和4年7月13日時点の情報ですので、サービス開始時期が遅れることがあります。
※スマホをお持ちの方は、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」もご活用ください。
※�海外用の新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得するには、事前にアプリや保健センターで旅券
（パスポート）情報の登録が必要になります。

4回目接種は、市内医療機関での個別接種となります。
接種を受けられる医療機関や予約方法は、予診票送付時に案内しています。4

市内医療機関・藤田医科大学病院で、個別に接種を受けることができます。

�☎�
0120（08）5544
0562（38）5544
市コールセンター
（9：00～20：00）

3

愛知県公式LINE
友だち登録が必要です

☎0570（666）885
県コールセンター�（平日9：00～17：00）

予約も
できます

コンビニでワクチンパスポートが取得できるようになります

第26回参議院議員通常選挙の投開票結果をお知らせします

7/10に行われた第26回参議院議員通常選挙の投開票結果は、次の通りです。

問　選挙管理委員会　☎（45）6271

▶

選挙区
有効投票数 42,035.997票
無効投票数 1,107票
その他 6.003票
投票者総数 43,149人
当日有権者数 73,151人
投票率 58.99％

▶

県選出議員選挙候補者別得票数（得票数順）
氏名 党派 得票数
藤川　政人 自由民主党 11,685票
伊藤　たかえ 国民民主党 7,267.185票
里見　りゅうじ 公明党 5,038票
斉藤　よしたか 立憲民主党 4,741.794票
広沢　一郎 日本維新の会 4,547票
すやま　初美 日本共産党 3,007票
がきや　宗司 れいわ新選組 1,431票
いとう　まさや 参政党 1,414.814票
山下　しゅんすけ 無所属 601.420票
つかざき　みお 社会民主党 598票
末永　ゆかり NHK党 361票
平岡　真奈美 NHK党 346票
石川　あきひこ 維新政党・新風 294票
山下　けんじ NHK党 245.579票
曽我　周作 幸福実現党 213票
斎藤　幸成 NHK党 125.205票
伝　みきお 日本第一党 120票

▶

比例代表
有効投票数 42,002.994票
無効投票数 1,138票
その他 7.006票
投票者総数 43,148人
当日有権者数 73,151人
投票率 58.98％

▶

比例代表選出議員選挙政党など別得票数（合計得票数順）
党派 政党などの得票数 名簿登載者の得票数 合計得票数
自由民主党 11,170票 2,537.814票 13,707.814票
国民民主党 3,498.115票 2,610票 6,108.115票
日本維新の会 4,905票 298票 5,203票
立憲民主党 4,081.884票 1,013.324票 5,095.208票
公明党 3,579票 337.375票 3,916.375票
日本共産党 2,172票 121.040票 2,293.040票
れいわ新選組 1,669票 185.104票 1,854.104票
参政党 1,123票 323票 1,446票
NHK党 757票 339.243票 1,096.243票
社会民主党 615票 100票 715票
ごぼうの党 174.095票 9票 183.095票
幸福実現党 142票 26票 168票
日本第一党 63票 24票 87票
新党くにもり 44票 32票 76票
維新政党・新風 48票 6票 54票

※小数点第3位まで掲載があるのは、案分票です。
※特定枠候補者の得票数は、政党などの得票数に含みます。
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▼料金　無料

▼定員　各24人

▼持ち物　　
�①マイナンバーカード　�
②マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁）�
③�キャッシュレス決済サービスのサービスIDと�
セキュリティコード
④�口座番号などが確認できるもの（公金受取口
座登録希望者のみ）

▼ �申込　8/3（水）から希望日の3日前までに電話
または直接各申込先へ（閉館日を除く）。

日時 場所・申込先
9/8（木） 10：00～12：00 大府公民館　☎（48）1007
9/9（金） 10：00～12：00 長草公民館　☎（48）5444
9/9（金） 14：00～16：00 神田公民館　☎（46）2620
9/13（火） 10：00～12：00 横根公民館　☎（46）7722
9/13（火） 14：00～16：00 森岡公民館　☎（46）0435
9/14（水） 14：00～16：00 共長公民館　☎（46）4931
9/15（木） 10：00～12：00 吉田公民館　☎（46）2123
9/16（金） 14：00～16：00 東山公民館　☎（47）1498
9/20（火） 10：00～12：00 北山公民館　☎（48）6015

マイナンバーカード
交付申請書が送付
されます

問　行政管理課　☎（45）6271

マイナンバーカードをお持ちでない方に、7月下旬以降、国からマイナンバーカード交付申請書が順次
送付されます。75歳以上で令和3年度に愛知県後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード
交付申請書が送付されている方などは送付されません。詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。

問　市民課　☎（45）6218

打ち上げ花火・小型煙火など、臨場感あふれる花火が満載の花火大会を開催します。
飲食ブースや縁日ブースなどもあります。

※ご来場の際には、公共交通機関などをご利用ください。

悪天候などによる開催の有無などの詳細は
大府東浦花火大会ウェブサイトをご覧ください。

大府東浦花火大会実行委員会事務局
☎（48）1689 （（月）～（木）  10：00～14：00）

88//2828(日)(日)
19：00～19：3019：00～19：30
あいち健康の森公園あいち健康の森公園
大芝生広場大芝生広場

公民館でマイナポイントの申込手続きをお手伝いします

令和5年4月1日採用�
市職員募集

知多都市計画の決定・�
変更に関する案の�
縦覧を行います

▼職種　一般行政職（障がい）

▼募集人数　若干人

▼勤務時間　8：30～17：15（勤務場所により異なる場合があります）

▼勤務場所　大府市役所など

▼ �応募資格　次の全てを満たす方
•�昭和57年4月2日以降に生まれ、4年制大学・短大などを卒業（見込
み）の方
•�身体障害者手帳・療育手帳（愛護手帳）・精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている方

▼給与　20万7570円（4年制大学の場合）

▼採用予定日　令和5年4月1日
▼申込　�

　�持参　�電話で事前予約した後、8/15（月）～12/28（水）（閉庁日を除
く）に必要書類を申込先へ持参。申込時に簡単な面接を行い
ますので、必ず本人が提出書類を持参してください。

　郵送　8/3（水）～11/30（水）必着
※�選考方法・必要書類などの詳細は、必ず募集要項をご確認ください。
　募集要項・申込書は、申込先・市ウェブサイトに用意しています。

問・���������　秘書人事課　☎（45）6211

都市計画法の規定に基づき、用途地域
などの都市計画案の縦覧を行います。案
に対してご意見のある方は、意見書を提
出できます。

▼決定・変更する都市計画案
•知多都市計画用途地域の変更（市決定）
•�知多都市計画大府横根平子地区計画の
決定（市決定）
•�知多都市計画大府木の山西部工業地区
計画の変更（市決定）

▼ �縦覧期間　8/1（月）～15（月）

　　　　　　（閉庁日を除く）

▼縦覧場所　都市政策課

▼ �意見書の提出　8/15（月）までに郵送ま
たは直接提出先へ。
問・���������　都市政策課　☎（45）6221�

　〒474-8701住所不要申込先
提出先


