
春からの新生活に向けて
早めのワクチン接種を
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●問合せ・提出先：都市計画課　都市基盤整備室（〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地）
Tel ６９-２２０５　 Fax ６３-４６０１　E-mail koka10401000@city.koka.lg.jp

●問合せ：新型コロナウイルス感染症対策室相談センター　 Tel ６９‐２１５４　 Fax ６９‐２２５５

【意見の募集期間】　３月１日（水）～３月３０日（木）
　都市計画マスタープランで貴生川駅周辺を「地域
拠点・交通拠点」に位置づけており、令和３年７月には
『貴生川駅周辺特区構想』を策定しました。
　『貴生川駅周辺整備基本構想』は、『貴生川駅周辺
特区構想』に示されている施策「魅力ある地域づくり」
「交流拠点の整備」等を推進するため、貴生川駅周辺
整備の基本的な考え方を示すことを目的に策定します。
　つきましては、『貴生川駅周辺整備基本構想（案）』に
対する、皆さんからのご意見を募集します。
●提出できる方
　意見等を提出する意思を有する個人および法人そ
の他の団体

　この春からの新生活や大切な行事が多い時期を迎えるにあたり、新型コロナの感染を予防するためにも、オミク
ロン株対応ワクチンの一人１回接種※をご検討ください。
　集団接種会場の西友水口店では、３月も夜間・休日接種、予約なし接種を実施していますので、ご利用ください。
（予約なし接種はワクチンの数に限りがありますので、できるだけ予約してからお越しください。）
※�現時点ではオミクロン株対応ワクチンは一人１回のみの接種です。今後については改めてお知らせします。

●�接種の効果
　国立感染症研究所などの研究チームの発表による
とファイザー社製・モデルナ社製問わず、オミクロン株
対応２価ワクチン接種後１４日以降の発症予防効果は
約７０％の有効率であったと報告されています。（右図
の通り）

午前 午後 夜間
��3月��3日(金) 〇
��3月��4日(土) 〇
��3月10日(金) 〇 〇
��3月17日(金) 〇
��3月18日(土) 〇
��3月24日(金) 〇 〇

●集団接種会場（西友水口店�２階）の接種日

※いずれも接種後１４日以降
※�R4.9.20～11.30に検査を受けた16歳以上の4,040人について�
新型コロナ陽性2,089人と陰性1,951人の接種歴を比較

出典 : 第110回新型コロナウイルス感染症対策
　　��アドバイザリーボード資料

ワクチンの種類 有効率
ＢＡ.１対応型 73%
ＢＡ.4/5対応型 69%
全体（対応型不問） 71%

オミクロン株対応２価ワクチンの発症予防効果

従来型ワクチン３回目 ２価ワクチン
ファイザー モデルナ ファイザー モデルナ

接種部位の痛み 90.9 92.0 84.9 94.9
倦怠感 69.0 75.6 54.2 72.6
頭痛 55.1 64.5 43.7 59.0

発熱（37.5℃以上) 39.7 62.9 24.7 41.9
発熱（38℃以上) 21.1 43.4 12.5 24.8
出典 : 第90回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料

●接種副反応の発現割合
接種後７日間における副反応の発現割合（％）

●提出方法
　意見書（閲覧場所にて取得可能）に記入のうえ、各
閲覧場所へ持参していただくか、郵送、ファックス、Ｅ
メール、Webフォームで提出してください。（募集期
間内必着）
●公表場所
　都市計画課、土山、甲賀、甲南、信楽の地域市民セン
ター各窓口での閲覧、または市ホームページで閲覧
いただけます。
●意見の取り扱い
　提出いただいたご意見は、個人情報を除き、回答と
併せて市ホームページで公表します。なお、ご意見等
を提出された方への個別の回答はしません。

皆さんのご意見を
募集します

パブリック・コメント
貴生川駅周辺整備基本構想（案）

3月１５日～
4月１４日 ＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。

相談相談はは無料無料ですので、
お気軽お気軽にお越しください。

掲載している催し等は、2月16日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期している場合があります。

相談内容/問合先 開催日 時間 場所/備考
人権なんでも相談＊ ��4月��4日（火）

13時30分～
16時

甲南公民館（忍の里プララ）
差別・いじめ・DV・ハラスメント・インターネット上の誹謗中傷
などについて、人権擁護委員が相談に応じます。�※申込不要
問 大津地方法務局　甲賀支局総務係
Tel 62-1828　 Fax 62-1748
法務局職員による人権相談もご利用ください。

（相談電話６２-１４８２／平日８時３０分～１７時１５分）

��4月��5日（水） 甲賀地域市民センター
��4月13日（木） 土山地域市民センター
��4月13日（木） 甲賀市役所3階相談室

��4月14日（金） 信楽開発センター

男女の悩みごと相談＊

毎週月・金曜日 9時～16時 市役所　３階
人権推進課　相談室

家庭や職場等での悩みごとに応じます。電話または面接相談
（面接相談は事前予約が必要）
相談窓口／ Tel 69-2149　
問 申 人権推進課  人権政策係  Tel 69-2148  Fax 63-4554
結婚相談（婚活支援）

��3月18日（土） 13時～16時 まちづくり活動センター
「まるーむ」

結婚支援員が婚活のお手伝いをします。※申込不要
持ち物／顔・全身が写った写真１枚
問 政策推進課　 Tel 69-2105　 Fax 63-4554
生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊

毎週月～金曜日
（祝日を除く）

8時30分～
17時15分

市役所　１階
生活支援課　生活支援窓口

生活の不安や仕事などの心配に関する相談に応じます。
※申込不要　対応者／相談支援員、就労支援員
問 生活支援課 　生活支援係　 Tel 69-2158　 Fax 63-4085
就職氷河期世代就職相談

��3月28日（火）
相談予約時間
10時、11時、13時
14時、15時

10時～16時 市役所　４階
商工労政課

就職氷河期世代（３５歳～５４歳）の方の活躍を応援します！
就職氷河期世代の方の就職相談窓口です。非正規雇用から正
規雇用への転換を考えておられる方への就活支援を行います。
※予約制です。
問 商工労政課　商工労政係　 Tel ６９-２１８８　 Fax ６３-４０８７
行政相談 ��3月15日（水）

13時30分～
15時30分

信楽開発センター
医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見などを受
け付けます。
※申込不要
対応者/行政相談委員（総務省委嘱）
問 滋賀行政監視行政相談センター　 Tel 077-523-1100

��3月17日（金） 甲南情報交流センター（忍の里プララ）
��4月��5日（水） 土山地域市民センター
��4月11日（火） 甲賀市役所　1階
��4月13日（木） かふか生涯学習館

消費生活相談
毎週月～金曜日
（祝日除く） ９時～17時 市役所　１階

消費生活センター
消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。
対応者／消費生活相談員
問 消費生活センター  Tel 69-2147／消費者ホットライン：局番なしの１

いやや

８８
年金相談

���3月��9日（木）
※隔月開催 10時～15時 市役所　２階

会議室（202）
相談員／草津年金事務所職員　※要予約・先着順
問 申 草津年金事務所　 Tel 077-567-1311（予約専用）
Fax 077-562-9638（予約専用）
税務相談

��4月12日（水）
13時30分～
16時30分

（受付16時まで）
水口納税協会�３階�会議室税理士が、税務相談に応じます。

定員／先着６人（１人３０分）※要予約
問 申 公益社団法人水口納税協会　 Tel 62-1151　 Fax 63-0173
学齢期相談

毎週月・水・金曜日
（祝日除く）

8時30分～
17時15分

市役所　2階
子育て政策課
コンシェルジュお問い
合わせフォームからの
相談も可能です。

学齢期（小学生～高校生頃）のお子さん、保護者、ご家族の相
談窓口です。学校のこと、生活のこと、子育てのこと、一緒に考
えましょう。　対応者／学齢期相談員
問 子育て政策課　子育て政策係　 Tel 69-2176　 Fax 69-2298
育ちと学びの相談＊

園や学校、市役所など
発達やこころの悩みなどの相談　※電話・FAXで相談の予約をしてください
対象/おおむね４歳以上の幼児、小・中・高校生～青年期の方（２５歳ごろまで）
※おおむね４歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。
問 申 発達支援課　 Tel 69-2178　 Fax 69-2298（受付時間 9時～17時）
青少年悩みごと相談＊
不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談　��※月曜日～
金曜日（祝日・年末年始を除く）の9時～16時、電話・Eメールでも相談に応じます。

問 少年センター（水口中央公民館２階）
Tel 62-6010　 Fax 63-3977
E-mail k-syonen@city.koka.lg.jp

相相 談談 ココ ナナーー ーー

予約
サイト

予約なし
接種
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