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収穫間近の大麦畑―
涌谷町の支援策などの情報

☑新型コロナウイルス感染症にかかわる

予備知識５

予備知識６

接種後に発熱したら？

副反応による健康被害が

ワクチンによる発熱は、接種後1～2

起きた場合の補償は？

日以内に起こることが多く、必要な場合
は解熱鎮痛剤を服用するなどして様子を
みることになります。
発熱のほか接種後に比較的起きやすい
症状は、頭痛、疲労、筋肉痛、悪寒、関
節痛などがあります。ワクチン接種後、
2日以上熱が続く場合や、症状が重い場
合などは、接種医またはかかりつけ医に

健康被害が予防接種によるものである
と厚生労働大臣が認定したときは、予防
接種法に基づく救済
（医療費・障害年金
などの給付）
が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、
健康被害が生じた場合には、予防接種法
に基づく救済を受けられます。

相談してください。
〈新型コロナウイルス感染症受診・相談センター〉
宮城県のコールセンターが接種後の体調変化
（副反応）に関する健康相談を受け付けていま
す。接種後の異常が続く場合は、下記電話番号まで相談してください。
電話番号：022-398-9211
（受付時間：24時間）
〈接種後の体調変化に関して聴覚や言語に障害がある人の相談用ファクス・メールアドレス〉
ファクス：022-200-2965
（受付時間：24時間）
Eメール：sodan-corona@medi-staffsup.com
（受付時間：8時30分～17時15分）

接種当日の流れ

④予診
担当医師にご自身の健

①予約した接種日時に会場に行く
自宅で体温を測り、発熱
（37.5℃以上）し
ていないか確認しましょう。発熱している

康状態を伝えましょう。
⑤ワクチン接種
肩を出して接種しますので、肩を出しや

場合は接種できませんの

すい服を着ましょう。

で、予約をしていた医療

⑥経過観察

機関に連絡してください。
②受付
接種券、予診票、身分証明書をすぐ出せ
るように準備しましょう。
③予診票確認
予診票は事前に書いておきましょう。

接種後は安静にして15～30分様子をみ
ましょう。
⑦接種済証の交付を受けて帰宅
1回目の接種の後、3週間以上あけて2回
目の接種を受けます。接種券は2回目も使
用しますので、大切に保管してください。
広 報 わ く や

令和3年6月1日発行
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知っておきたい！

65歳以上の高齢者を対象とした

新型コロナウイルス
ワクチン接種の予備知識

ワクチン接種が始まっています。
ワクチンは、希望者全員が接種で
きます。接種を検討するにあたり、
次のことを知っておきましょう。

ワクチン接種予約の再開について、別紙のチラシをご確認ください。

予備知識１

予備知識２

接種するワクチンは、

ワクチンの注射で

どのくらいの効き目があるの？

注意しないといけないことは？

ファイザー社製のワクチンでは、3週

服用している薬の作用によって出血し

間の間隔で2回接種した場合、2回目の

やすくなっている人や、出血しやすい病

接種から7日目以降において、ワクチン

気の人は、注意が必要です。

接種をした約95％の人に症状が出るこ

薬を服用中の人や治療中の人は、前

とを防ぐ効果があったと報告されていま

もってかかりつけ医に確認してください。

す。

そして、ご自身の状態を必ず接種前に
医師や看護師などに伝えてください。

予備知識３

予備知識４

アレルギーがあっても

これまでに確認されている

ワクチンを接種して大丈夫？

副反応はどのようなもの？

アレルギーの原因はさまざまです。

注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋

アレルギーの原因が特定されている、

肉や関節の痛みなどが起こることがあり

または、特定の原因が疑われる場合は、

ます。まれにアナフィラキシー
（急性の

ワクチンに含まれる成分との関係につい

アレルギー反応）
が発生します。

て、事前に医師に相談してください。
ワクチンに含まれる成分以外に対する
アレルギーの場合、接種は可能です。

発現割合

状

50％以上 接種部位の痛み、疲労、頭痛
10～50％
1～10％
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症

筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、
発熱、接種部位の腫れ
吐き気、嘔吐

令和4年春採用

涌谷町職員募集要項

涌谷町では、令和4年4月から新規採用となる職員を募集します。
募集職種は、
「行政職」と「幼稚園教諭・保育士」で、それぞれ若干名を採用します。
採用試験の受験希望者は、募集要項を確認し、お申し込みください。
【職種・職務内容・受験資格】
上

級 行政職

中

平成3年4月2日から平成12年4月1日
までに生まれた人

級 幼稚園教諭・保育士

職務内容 職種に応じた技術的・専門的業務
平成3年4月2日から平成14年4月1日ま
でに生まれた人。幼稚園教諭免許と保
資格年齢
育士資格の両方を有する人、または令
和4年3月31日までに取得見込みの人
次の事項に該当する人は受験できません。
①日本の国籍を有しない人
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
またはその執行を受けることがなくなるまでの人
③涌谷町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処
分の日から2年を経過しない人
④日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、またはこれに加入した人
【採用予定人員】いずれも若干名
【試験方法】試験は第1次試験、第2次試験とし、第
2次試験は第1次試験の合格者に対してのみ行い
ます。
第1次

試験方法

社会、人文および自然に関する一
般知識ならびに文章理解、判断推
教 養 試 験
理、数的推理および資料解釈に関
（2時間）
する一般知能について5肢択一式
による筆記試験
一般特性検査 職務遂行に必要な適性について検
（20分）
査
第2次

日

試験

職務内容 行政事務
資格年齢

【試験の日時および場所】

試験方法

第1次

時

場

7月11日（日）
受付9時 試験10時～

所

TKPガーデン
シティ仙台

第2次 9月上旬～中旬頃を予定

第1次試験合格者
に通知

【給与】
区分

給料月額

その他の手当

上級

182,200円

中級

163,100円

扶養手当、住居手当、通勤手
当、期末・勤勉手当などあり。

【合格者の発表】

第1次試験合格者の発表は8月13日（金）に、最終

合格者の発表は9月17日（金）に、役場前掲示場に掲
示するほか、合格者に通知します。発表日は、前後
する場合があります。

【合格から採用までの手続】

合格者は、任用候補者名簿に登録され、そのうち

から採用者が決定します。合格者全員が採用される
とは限りませんのでご注意ください。

なお、採用は「令和4年4月1日」の予定です。

【受験申込書の請求】

申込書は涌谷町役場総務課に請求してください。

郵便請求の場合は、封筒の表に「職員採用統一試験

受験申込書請求（職種を記載）」と朱書きし、120円
切手を貼った返信用封筒（角形2号）を同封してくだ
さい。

【申込方法】

申込書1部を提出してください。受験料は不要で

す。なお、郵便申込の場合は、宛先を明記し84円切
手を貼った返信用封筒を同封してください。
【申込受付期間】

6月9日（水）締切

受付は平日の17時まで、郵便の場合は6月9日（水）

文章による表現力、内容、構成な
作 文 試 験
どの能力について作文による筆記
（1時間）
試験

までに必着したものに限り受け付けます。

個別面接により主として人物につ
人 物 試 験
いての試験

します。災害などで試験開始時刻を変更したり中止

身 体 検 査 健康診断書に基づく審査
資 格 調 査 受験資格などについて調査

【その他】

申込を受理された受験申込者には、受験票を交付

する場合には、涌谷町のホームページでお知らせし
ます。

【問い合わせ先】総務課総務班
広 報 わ く や

☎43-2111
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新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、財政

再建、人口減少など、涌谷町を取り巻く難局を

乗り切り、わくわくする涌谷町を創造するため、

共にわくわくできる仲間を募集します。
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多年にわたる各分野における功績をたたえて

令和3年春の叙勲・危険業務従事者叙勲・高齢者叙勲の受章者をご紹介します
令和3年春の叙勲
土地改良事業功労
旭日単光章

令和3年春の叙勲
地方自治功労
旭日小綬章

なかむら

中村

いさお

功氏

（元宮城県議会議長）

宮城県議会議員に5期20
年在職し、東日本大震災後
の平成23年～25年にかけ
て議長を務め、震災がれき
の処理のため全国を奔走し、
早期の処理完了を実現させ
るなどの功績により受章。

涌谷町土地改良区理事長
を5期19年務め、ダムへの
要望活動による潤沢な農業
用水の安定確保や、農家の
意見を取りまとめ、ほ場整
お
の でら
まもる
小野寺 衞 氏 備に取り組んできた功績に
（現涌谷町土地改良区理事長） より受章。

高齢者叙勲
旭日単光章
地方自治功労

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章
防衛功労

いしかわ

石川

きよ と

清人 氏

（元2等陸尉）

昭和49年に陸上自衛隊
東北補給処に配属され、そ
の後東北方面会計隊、多賀
城、 八 戸 に 勤 務。54歳 で
の 定 年 後、64歳 ま で の 再
任用期間、自衛隊仙台病院
に勤務した功績により受章。

ながさき

たつ お

長﨑 達雄 氏

（元涌谷町議会議員）

涌谷町議会議員に5期20
年在職し、産業土木、総務
企業、教育民生、産業建設
の各常任委員を歴任し、豊
富な経験と卓越した見識を
持って議会活動を行った功
績により受章。

これからもお元気で

満百歳おめでとうございます
4月10日
（土）に、短台区の小野寺ユキさんが百歳の
誕生日を迎えました。娘さんの自宅での満百歳のお祝
いの席で、遠藤町長から敬老祝い金を贈呈しました。
なんでもおいしく食べる小野寺さんの大好物はカニ
だそうです。普段は日本歌謡をレコードで流しながら
歌詞を口ずさみ、お気に入りの曲の野崎小唄などを楽
しんでいます。どうぞこれからもお体に十分気をつけ
て、ますます長寿でありますようお祈りしています。
災害廃棄物の処理に関する支援活動に対し

涌谷町が環境大臣表彰を受賞

3月26日（金）に、環境大臣から涌谷町に対し、表彰
状が授与されました。
この表彰は、令和2年7月豪雨において、涌谷町が友
好交流協定を締結している山形県大石田町の水害から
の災害復旧支援におもむいた際に、災害廃棄物の処理
にかかわる支援活動に積極的に取り組んだとして、大
石田町から環境省に対して推薦されたことによるもの
きずな

です。今後も協定に基づき、絆を深めてまいります。
広 報 わ く や

令和3年6月1日発行
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多年にわたる人権擁護委員としての功績に
む

ら

か

み

か

ず

ろ

う

村上和郎氏に全国表彰

4月1日（木）に、全国人権擁護委員連合会会長から人
権擁護委員を務める村上和郎氏に表彰状が贈られまし
た。
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、人権に関
する相談や人権侵害による被害者救済、人権擁護の考
えを啓発する活動をしています。
村上氏は、平成24年7月から人権擁護委員を務め、
人権擁護と人権思想の普及高揚に貢献してきました。
多年にわたる功績が認められ、このたびの受賞となり
ました。

涌谷町の現代の金を栽培

箟岳白山小学校で金のいぶきを田植え
5月10日（月）に、箟岳白山小学校の5年生児童11人
が、校舎敷地前にある田んぼにおいて、涌谷町がブラ
ンド化を進める高機能性玄米食専用米「金のいぶき」
の田植え体験をしました。田植えに参加した児童たち
は、裸足で入る田んぼの感触に、はじめは戸惑ってい
ましたが、金のいぶきの生産者の手ほどきを受け、手
際よく植えました。
なお、一昨年から東大寺に、箟岳白山小学校で栽培
した金のいぶきを毎年秋に献納しています。

元気わくやふれあい町づくり事業

学校支援ボランティアの消毒清掃活動
涌谷第一小学校と月将館小学校で、今年度も学校支
援ボランティアの皆さんの消毒清掃活動が始まりまし
た。
児童の下校後、教室の机や椅子、トイレや下駄箱な
どの日常的に子どもたちが触れる場所を毎日消毒や清
掃をしています。新型コロナウイルスから子どもたち
を守るための消毒活動は毎日のことで、より多くの皆
さんの協力を必要としています。できる支援を、でき
るときに、できることから一緒にボランティアを始め
てみませんか。
遠藤釈雄町長コラム

《遠藤釈雄町長の公務（4月16日～5月15日）》

●4月22日㈭ 涌谷町議会定例会4月会議（役場）
●4月26日㈪・5月8日㈯ 新型コロナウイルス感染
5月、箟岳白山小学校の田植えにお呼ばれした。そ
症に関する市町村長会議（大崎市）
の日は少し西風が強かったが晴れて暖かく、田植え日 ●4月28日㈬ 東 北 水 防 演 習 実 行 委 員 会web会 議
（役場）
和であった。子どもたちは「冷たい、気持ち悪い」と
●4月30日㈮
令和3年第2回大崎地域広域行政事務
悲鳴を上げながら、初めて裸足で入った田んぼの感触
組合組合会（大崎市）
に大騒ぎ。その無邪気さが何とも可愛い。
●5月10日㈪ 金のいぶき田植え（箟岳白山小学校）
1粒の種 籾 は1本の苗となり、10本の茎に増えて穂
●5月11日㈫ 大崎五地域水管理協議会（役場）
をつくる。やがて穂には60粒から100粒の米が成る。 ●5月13日㈭ みやぎ生活協同組合と災害時におけ
出会った子ども達にも、今育てている稲のように600
る応急生活物資の供給協力に関する
倍にも1,000倍にも育ってほしい、と願ってしまう。
協定締結式（役場）

裸足で入った田んぼの感触

た ね も み
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