
お知らせ

と　　き　5月8日（土）
走行ルート　「万松院内特設会場」～「朝鮮通信使対馬易

地聘礼200周年記念壁画前」
※聖火ランナーは5～10人で調整しています。

交通規制　当日は交通規制を行いますので13時から15
時までは交通渋滞および混雑が予想されます。
詳しくは、対馬市CATVや広報つしま4月号
などでお知らせします。

ミニセレブレーション・出発式の一般観覧申込について
　第1走者のスタートに合わせて、10分程度のミニセレ
ブレーション・出発式を行います。会場内での一般観覧
は事前申込制となっていますので、観覧を希望される方
は4月9日（金）までに申込書をご提出ください。申込方
法など詳しくは、対馬市ホームページをご覧いただくか
下記へお問い合わせください。なお、交通規制が解除されるまで会場から出ることはできませんので、ご
了承の上お申し込みください。
※ミニセレブレーションでは、トーチへの聖火点灯などを行います。

問い合わせ　生涯学習課　☎0920（88）2004

「東京2020オリンピック聖火リレー」が実施されます

　新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束の目途が立たない状況です。感染拡大の防止に向けて、国内
では2月17日より医療従事者への先行接種が始まりました。対馬市でも、接種体制の準備を進めています。
接種対象　16歳以上の方　※16歳未満の方への接種は、安全性や有効性の情報を見ながら検討されます。
接種順位　当面の間、国が確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて接種を

進めていく予定です。接種の順位は次のように設定されています。
①医療従事者など
②高齢者（令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方）
③高齢者施設などで利用者に直接接する職員の方や基礎疾患を有する方
④その他の方

 
接種回数　現在国から供給されるワクチンは、3週間の間隔で、2回接種です。
接種場所　原則として、住民登録地が対馬市の方は、対馬市内の医療機関や接種会場での接種となります。接種できる場

所は、市が設置する会場で接種を受ける「集団接種」と、医療機関で接種を受ける「個別接種」があります。
接種会場については現在調整していますので、回覧や接種券に同封し郵送するなどしてお知らせします。

接種を受けるための手続き
①接種の時期より前に、市から「接種券」「予診票」「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
②電話等で予約をしてください。
③ワクチン接種を受ける際は「接種券」「予診票」「本人確認書類（健康保険証など）」を必ずご持参ください。
※ワクチンを接種するには本人の同意が必要です。現在病気で治療中の方など、体調面に不安のある方はかかりつけ医にご相談ください。

接種費用　無料
問い合わせ　いきいき健康課　新型コロナワクチン接種コールセンター　☎0920（52）9510 

新型コロナワクチン接種に向けた準備を進めています
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スケジュール（令和3年2月末現在）※ワクチンの供給状況により変更となる場合があります。

高齢者

③および④の方に関しては、決定次第お知らせしていきます。

接種券発送 接種（始期は未定）

4月 5月 6月 7月以降



宝くじが地域の“夢と元気”を応援!!

　宝くじ売上金の一部は、助成事業の財源として
身近な「まちづくり」に役立てられています。こ
のたび、令和２年度助成事業（一般コミュニティ
事業）を活用し、樽ヶ浜区において世代間交流の
場とすることを目的に樽ヶ浜区公園に遊具を整備
しました。

　

問い合わせ　生涯学習課
　　　　　☎0920（88）2004

集団型女性がん検診を実施します

　5月11日から23日にかけて、各地区に検診車
がまいります。今年は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、完全予約制となっています。検
診内容や日程・予約先など、詳しくは今月号の折
込チラシをご確認ください。
問い合わせ
いきいき健康課　　　☎0920（52）4888 
中地区保健センター　☎0920（58）1116 
北地区保健センター　☎0920（84）2313

4月～6月は不正大麻・けし撲滅運動期間です

　無許可での大麻栽培や所持は法律で禁止されて
います。また、けしには植えてはいけないものが
ありますので、十分注意してください。
　大麻・けしの不正
栽培や自生している
ものを発見したとき
は、保健所または最
寄りの警察署にご連
絡ください。
問い合わせ
対馬市いきいき健康課　☎0920（52）4888
対馬保健所衛生環境課　☎0920（52）0166
対馬南警察署　　　　　☎0920（52）0110
対馬北警察署　　　　　☎0920（84）2110

お知らせ

移動理由アンケートにご協力ください

　転居手続きの際に、転居理由などを教えていた
だくアンケート（移動理由アンケート）を長崎県
内全21市町において、令和3年3月から実施して
います。対馬の未来のために、ぜひご協力をお願
いします。
※対馬市内で転居する場合は回答不要です。

※県内の別の市町に転入する場合にも、同じアンケー

ト用紙が配布されますが、転出時に回答していれば、

１つの設問に回答するだけで終了です。

※回答は個人が特定されないよう処理し、統計を作成

する目的だけに使用します。

問い合わせ　長崎県統計課　☎095（895）2222
　　　　　対馬市総務課　☎0920（53）6111

アレルギー疾患情報ウェブサイト『アレル
ギーポータル』をご利用ください

　日本アレルギー学会では、アレルギー疾患に対
する正しい情報を提供するためのウェブサイト
『アレルギーポータル』を運営しています。
　アレルギーポータルでは、患者さんやそのご家
族向けの情報として、アレルギー疾患の症状や治
療に関する情報、災害時の対応に関する情報、全
国の拠点病院に関する情報などを掲載しています。
アレルギーについて、正しい知識を身につけて、
疾患の治療、管理、予防をしましょう。

問い合わせ　いきいき健康課　
　　　　　☎0920（52）4888

長崎県　移動理由アンケート

アレルギーポータル

アレルギーポータル
パンフレット

大麻

対馬市人事異動

令和3年2月28日付　依願退職

氏　　名 旧　配　置

野田 和徳 消防署　中部支署峰出張所　警防班
主任
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第25回国境マラソンIN対馬

と　　き　6月27日（日）雨天決行
と こ ろ　三宇田海水浴場（上対馬町西泊）
種　　目　ハーフ・10ｋｍ
参 加 費　3,000円
定　　員　先着500人
申込方法　RUNNET（インターネット）または

大会専用払込用紙でお申込みください。
※払込用紙は対馬市役所（各振興部およ

び行政サービスセンター）、（一社）対馬

観光物産協会に設置しています。

申込期間　【3月17日（水）から申込受付開始】
　・専用払込用紙　4月20日（火）まで
　・ＲＵＮＮＥＴ　5月 7 日（金）まで
問い合わせ　国境マラソンIN対馬実行委員会事務局
　　　　　（上対馬振興部地域振興課内）
　　　　　☎0920（86）3117

あなたの「学びたい」を応援！
対馬市奨学資金奨学生を募集します

対　　象　令和3年4月に、高等学校（対馬市内に
限る）および大学等に在学している方

貸与資格　①本人または保護者が対馬市に住所を
　有する方
②品行方正、学業優秀、健康な方で、
　経済的理由により就学が困難である
　と認められる方（学力および所得の
　選考基準あり）
③他の奨学金を受給していない方

貸与月額　【高等学校】
　　　　　　（自 宅 通 学）　18,000円以内　

　（自宅外通学）　23,000円以内
　　　　　【大 学 等】　　　50,000円以内
申込期間　4月10日（土）～5月10日（月）
そ の 他　貸与後、対馬市に居住し就業すること

で、返還免除が受けられます。申込書
類は、対馬市ホームページから取得で
きます。奨学金制度や申込方法など、
詳しくは下記までお問い合わせくださ
い。

問い合わせ　教育総務課　☎0920（88）2000

イベント

募　　集

要申込児童扶養手当など各種手当額をお知らせします

　各種手当額は、前年の全国消費者物価指数の変
動に応じて改定されます。令和2年の同指数は、
前年比0.0％であったことを踏まえ、令和3年度
は改定が行われないこととなり、令和2年度と同
額となります。

問い合わせ　福祉課　　　　☎0920（58）1119
　　　　　こども未来課　☎0920（58）1117

「越高遺跡」が長崎県指定文化財に指定され
ました

　長崎県指定文化財（史跡）として、上県町越高
地区に位置する越高遺跡が新たに指定されました。
過去の発掘調査では朝鮮半島式の炉跡や土器が見
つかっていることから、朝鮮半島から渡ってきた
人々が一定期間対馬に定住して現地の人々と交流
したと考えられており、県下でも貴重な縄文時代
の遺跡です。越高遺跡の詳細については、広報つ
しま1月号16ページ「対馬歴史人物伝」に掲載
しています。

問い合わせ　文化財課　☎0920（54）2341 

お知らせ

10,180円～43,160円

5,100円～10,190円

3,060円～6,110円

52,500円

34,970円

14,880円

27,350円

14,880円

児 童 扶 養 手 当

　第 2 子 加 算

　第3子以降加算

特別児童 　1  級

扶養手当　 2  級

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

令和3年度手当額
（令和3年4月分から）

手当区分

調査で発見された炉跡の遺構（平成29年）

こ し た か い せ き
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SDGsを知ろう Part.6
エス・ディー・ジー・ズ

問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111

取り組み１：ＳＤＧｓの各分野における今後の連携に向けた民間事業者との協定締結状況

取り組み２：ファミリーマート、テラサイクルジャパン、伊藤忠商事との連携した取り組み
　　　　　　

　令和3年1月25日（月）、持続可能なしまづくりにおける
連携によりSDGsの推進に向けて、九州電力（株）と連携協
定を締結しました。
　主な連携事項は、①産業振興に関すること、②防災に関
すること、③誰もが安心して暮らせるしまづくりに関する
ことなどであり、今後「対馬ならではの観光資源を活用し
た観光ツアーの企画、実施」や「災害復旧における連携強
化、九電グループが持つ非常用設備や備蓄品などを活用し
た避難所の機能強化」、「脱炭素社会の実現に向けた自然エ
ネルギー構築への連携」などの取り組みを進めていきます。

（1）九州電力（株）との連携協定

　令和3年2月16日（火）、SDGsの推進に向けて、KDDI
（株）の持つICT技術と本市の自然・産業などの課題解決に
対して連携していくことを目的に連携協定を締結しました。
　主な連携事項は①生物多様保全に関する事項、②産業へ
のICTの導入・活用に関する事項、③交流人口、関係人口の
拡大に関する事項、④人材の育成に関する事項などであり、
喫緊の取り組みとして「AI技術を駆使したツマアカスズメ
バチの巣の検出」や「スマート農業によるヤマネコと共生
する稲作」、「IoT技術を活用した獣害対策の効率化」などの
取り組みを進めていきます。

（2）KDDI（株）との包括連携協定

　令和3年2月24日（水）、SDGsの推進に向けて、アスク
ル（株）と連携協定を締結しました。
　主な内容は、海洋プラスチックごみ対策の推進などであ
り、連携協定の取り組みのスタートとして、アスクル
（株）より、寄付金付きレジ袋の売り上げの一部を本市に
寄付していただき、海洋ごみ回収活動に活用させていただ
くこととなりました。

（3）アスクル（株）との連携協定

　対馬市SDGs未来都市計画に掲げる海洋ごみのリサイク
ル推進の取り組みの一環としてファミリーマート、テラ
サイクルジャパンおよび伊藤忠商事との連携により、対
馬市に漂着したプラスチックごみを再利用した「買い物
かご」を対馬市、壱岐市、福岡市（ベイサイドプレイス
店）のファミリーマート4店舗で2月12日から導入してい
ます。
　海洋ごみの新たな利活用策として可能性を示していた
だいた取り組みです。

今回は、本年度の取り組み状況について紹介します。

海洋プラスチックごみを再利用
した買い物かご

ファミリーマート
対馬厳原大手橋店の様子
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※今後も本市の課題解決に向け、島内外の各事業者と連携を強化し、持続可能なしまづくりを進めてまいります。


