
質問　ワクチン接種の進捗状況及び課題は?�
健康福祉局　9月12日現在、約148万回の接種を実施しており、
全対象者のうち、約61%が1回目接種、約46%が2回目接種を完
了した。接種対象者の中心が若い世代へ変遷していく中、かかりつ
けの医療機関を持たない方も多くいるため、予約受付方法や対応年
齢等の追記など、協力医療機関一覧の改訂を行うとともに、巡回接
種の促進に向け、障害者の特性を踏まえた調整など実施しており、
引き続き円滑な接種を行えるよう取組を進めていく。
質問　65歳以上の世代は9割程度の対象市民が接種済みとなって
いるが、残り1割の対象市民がいまだ接種されていない状況。未接
種である理由と今後の見通しは?�
健康福祉局　体調上の理由
や、ワクチン接種への不安感
等がある方、接種意思の確認
が困難な方、これから接種を
受けられる方などがいるもの
と推察している。未接種の方
に対し、状況に応じて接種勧
奨を行うなど、本人の同意に
基づくワクチン接種に繋げて
いきたい。

　青木より一言意見

引き続き感染対策を強化し、情報発信に努めるよう連携します。
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新型コロナウィルス感染症について代表
質問

9月2日から10月8日まで令和3年第3回川崎市議会定例会が開催されました。決算審査特別委員会が
設置され、令和2年度の決算について審査しました。自民党代表質問では市長への市政運営の総括に
ついての質問をはじめ、感染症の影響拡大・長期化を踏まえて、経済･教育･環境問題など幅広く市政
に関する質問を行いました。一部抜粋してお伝えいたします。

 ワクチン接種状況（令和3年11月29日時点） 

 市内発生状況データ（令和3年11月29日発表までの累計） 

発熱等の症状がある方は、まず
かかりつけ医に相談・受診を

かかりつけ医がいないときやコロナワクチンの副反応については

044-200-0730

コロナワクチン接種
予約については

0120-654-478へ
8:30～18:00（土･日曜、祝日も対応）

24時間受付

新型コロナウイルスワクチン予約コールセンター
（集団接種会場での接種予約受付、キャンセル、変更）

電話のかけ間違いが多くなっていますので、ご注意ください。

0120-654-478
8時30分から18時まで・土日祝日も対応・通話料無料

全対象者の接種率 60歳以上の方の接種率

全対象者の接種回数



質問　市長会側からどんな意見や要望を行ったか？�
市長　特別自治市の制度化に向けた議論を加速化すること等を要
望。政府として検討を行う際には、指定都市市長会の議論も踏まえ
たいとの回答があった。
質問　特別自治市の制度化に向けた市長の決意は?�
市長　県との二重行政を完全に解消し、無駄をなくした行政運営を
可能とする特別自治市制度実現のため、大都市制度に対する機運が
高まっている、メリットをしっかりと伝えながら、議会や他の指定
都市と連携し、国等へ要請し、引き続き制度化を目指していく。

　青木より一言意見

地元自治体として
感染対策をする際
に、情報物流の変
化が起きたことを
実感しました。特
別自治市構想をは
じめ、迅速に災害
に対応できる街に
しなければならな
いと考えます。

質問　農水省は、新規就農支援策の強化を図る目的で、「農業次世
代人材投資事業」の見直しを実施していく方針を示した。新制度と
本市の新規就農者支援施策との関連性及び課題は?�
経済労働局　本市の新規就農者支援施策として、今年度の新規就農
の相談対応5件、農地のあっせん1件を活用いただいている。今後、
国の新規支援制度についても、活用の可能性について検討していき
たい。課題は、農地の確保。今後は、利用可能な農地情報の収集に
努めるとともに、都市農業の特性に合った経営支援が必要であるこ
とから、国
の新しい支
援制度等の
動向を踏ま
え、新規就
農の促進が
図られるよ
う取り組ん
でいきたい。

　青木より一言意見

都市農業に注目が集まっています。もっとたくさんの人が、関われ
る仕組みが必要です。

第52回指定都市市長会議 新規就農者支援施策代表
質問

代表
質問

質問　千葉県八街市で起きた、下校中のトラック事故を受けて、本
市の通学路における安全対策は?�
教育委員会　各学校からの通学路の改善要望に対し、現地確認や対
応を協議し、対策を適宜実施してきた。文部科学省から依頼があっ
た合同点検において、全小学校に改めて危険個所の確認を依頼する
とともに、警察OBであるスクールガード･リーダーに新たな危険
個所の確認を依頼した。14箇所の危険個所を抽出し、順次合同点
検を実施している。学校から報告のあった確認内容や、その後の対
応状況について、学校を通じて保護者等に知らせるとともに、見守
り活動の際にもボランティアに伝えするなど、取組内容に理解いた
だくよう周知していく。

　青木より一言意見

事故が起こってからでは遅いです。子ども達が安全に登校できるよ
うに定期的に危険個所を点検することが重要です。そして情報を共
有し、地域で子ども達を見守りましょう。

通学路の安全を代表
質問

●新型コロナウイルス感染症に関する情報は下記サイトよりご参照ください

読み取りは
携帯のカメラモードを

かざすだけ
接種についての

お知らせ
予約に関する情報 接種状況（速報）と

供給状況
モニタリング状況

農地あっせんについて（市HPより）

スクールガードリーダー活動の様子
︵市HPより） 川崎市通学路交通安全プログラムより

対策の検討

対策効果の把握

対策の実施対策の改善･充実

合同点検の実施
Plan

DoAction

Check

質問　当連絡道路の開通による公共バス路線についての検討、及び
交渉状況は?�

臨海部国際戦略本部　大師橋駅に羽田空
港方面への交通結節機能を、交通機能強
化の一環として位置づけた。現在、京浜
急行電鉄グループと、新たなバス路線に
ついて、詳細な需要予測をはじめ、運行
方面や経路などについて、路線開設に向
けた協議を着実に進めている。

　青木より一言意見

いよいよ、3月に川崎と羽田を結ぶ橋ができます。みなさまもぜひ
通ってみてください！

多摩川スカイブリッジの整備等代表
質問



質問　オンライン授業の実施状況は?�
教育次長　9月1日以降は、授業の様子をリアルタイムで配信する
という形を基本とし、保護者の理解と協力を得ながら授業配信を実
施している。実施状況は、9月7日時点で、小学校で約12.0%の児
童が、中学校では約6.5%の生徒がオンラインで授業配信を受けて
いる。
質問　緊急事態宣言が延長された場合及び、蔓延防止重点地区に指
定された場合にオンライン授業は実施されるか�
教育長　緊急事態宣言期間中は、オンラインでの授業配信を継続し
ていく。まん延防止等重点措置に移行した場合には、各学校の児童
生徒の実態に合わせた方法で、オンラインを活用した学習支援を工
夫していきたい。

　青木より一言意見

各学校によって、取り組みの長短が出ています。必要な時に、必要
なオンライン授業できる体制の構築を進めます。

質問　計画の課題に「総合型地域スポーツクラブ」について記されて
いる。市内12クラブが運営しているが、クラブ支援のあり方は?�
市民文化局　次期推進計画では、スポーツを通して仲間とふれあい、
地域での交流が深まるまちの実現に向けて、身近なスポーツ実施の
場を充実させるために、引き続き、総合型地域スポーツクラブの認
知度向上に向けた支援等を行っていきたい。

　青木より一言意見

高津区にも、頑張っているスポーツクラブがあります。認知度を高
めて、市民がもっと利用しやすい文化を作りましょう。

オンラインでの授業配信

「川崎市スポーツ推進計画」の改訂

代表
質問

代表
質問

質問　今回の支援施策(案)の対象と認定方法は?�
市民文化局　神奈川県が対象とする凶悪犯などの重大犯罪の被害者
等に加え、粗暴犯や知能犯などの被害者等も対象とし、原則として
被害届の確認をもって、認定することを検討している。被害に遭わ
れた方だけではなく、その家族等も対象としており、原則として二
親等以内の親族を想定しているが、詳細については別途、要綱で定
める予定である。

　青木より一言意見

犯罪を最小限にしていくためにも、要綱の制定が重要です。

（仮称）川崎市犯罪被害者等支援条例素案代表
質問

新たな犯罪被害者等支援策（案）より

「走り方教室」高津総合型スポーツクラブHPより「バレーボール教室」K.S.D.HPより

質問　仮線高架工法から別線高架工法への変更により、開かずの踏
切の早期解消の期待が寄せられる。現時点での全体的なスケジュー
ルは?�
建設緑政局　事業着手までに、環境影響評価や都市計画決定の手続
きに数年程度を要し、その後、用地取得の開始から約16年の事業
期間を見込んでいる。用地取得の開始から10年目に下り線が高架
橋に切替えられると想定しており、地上に残るのは上り線のみとな
ることから、開かずの踏切が解消されると考えている。

　青木より一言意見

工法を変えて、南武線連続立体交差化の事業スケジュールが出てき
ました。同時並行で踏切対策も要望しています。

JR南武線連続立体交差事業代表
質問

鹿島田踏切 平間駅前踏切 向河原駅前踏切

質問　新型コロナウィルス感染症が、本市財政にも影響を与える中、
市バス事業の経営状況にも大きな影響が見込まれるが、運輸成績や
収支の実績は?�
交通局　乗車人員は、1回目の緊急事態宣言後は50%前後まで減
少し、2回目後は70%台まで減少した。運輸成績は、乗車料収入は、
前年度と比較して17億1,626万円余の減、乗車人員は前年度と比
較して1,082万人余の減となっている。経営成績は、16億9,692
万円余の純損失となっている。
質問　感染状況が市バス事業の今後に与える影響と見通しは?�
交通局　3回目の緊急事態宣言下では、乗車人員がコロナ禍前の�
70%台で推移しており、感染拡大が収束した後においてもテレワー
クや通勤方法の転換など新しい生活様式の定着により、コロナ禍前
の乗車人員への回復は見込めないものと考えている。ダイヤ改正を
進めるとともに、組織体制の見直しや業務改善などの経費削減に取
り組み、市バスネットワークを維持していきたいと考える。

　青木より一言意見

１年で17億の減収で、交通ネットワークの維持が大きな課題です。

市バス事業の乗車料収入代表
質問

交通局事業概要より

【施策イメージ】

警察署・
被害者支援室

被害発生

連携

初期対応（0～3か月） 中長期対応（4か月～2年）

県

ワンストップ
支援窓口

市

中長期支援
（既存施策も
含める）　

市
日常生活支援等

市

相談支援
市

初動期
支援

県



眼科健診充実に向けて

質問　本事業はシニア向けスマホ教室の拡充や高齢者施設へのネッ
トワーク環境整備等に関する取組内容は？�
健康福祉局　基礎的な知識を身につけたい方を対象にスマホ教室を
実施しており、試行的に実施回数の拡充等を行うこととしている。
交通系ICカードを媒体としたICTを活用し、高齢者に身近な施設
であるいきいきセンターの一部にWi-Fi設備やICカードの読取機
を設置することで、環境を整える。高齢者がいきがいを持って暮ら
し続けられるよう、さらなる取組を進めていきたい。

　青木より一言意見

デジタルで大切なのは、みんなが使えること。苦手な方、慣れてい
ない高齢者の方も使えるようにすること。

質問　脱炭素社会の全体像を国と連携して指示す必要があると考え
るが見解と取組は?�
環境局　脱炭素社会の実現に向け、国の施策と連携し、市民･事業者
など様々な主体が省エネ・再エネの取組を進めていくためには、必
要な取組のレベルを具体的に示すことが大変重要と考えている。今
回の計画改定では、本市の地域特性を踏まえた全体像を示すととも
に、市民・事業者の皆様が、効果を実感しながら取り組めるよう具
体的な事例を掲載するなど、わかりやすい計画づくりに努めていく。

　青木より一言意見

私達も経産省・エネルギー庁との勉強会を重ねました。エネルギー
基本計画案と市の連動性が重要です。

地球温暖化対策代表
質問

地球温暖化対策普及啓発リーフレットより

要望書を提出しました 要望書についてレクチャー 自身も検査を受けました 川崎市眼科医会副会長 檀之上医師と

昭和52年8月26日生まれ

●  4期連続トップ当選（29才初当選）
● 自民党川崎市議団団長
● 健康福祉委員長、まちづくり委員長歴任
● 川崎市幼稚園父母の会、連合会前会長、
高津消防団員、保護司、川崎高津ロータリークラブ

● 英国ボーンマス大学院国際経営学Dip取得、
産業能率大学、サレジオ学院中高、洗足学園小、
川崎めぐみ幼

● 両親、妻、息子3人の7人家族
● フラッグフットボール日本選手権3連覇
W杯日本代表、キリマンジャロ登頂成功（5,895ｍ)

青木のりお事務所
〒213-0029 神奈川県川崎市高津区東野川2-29-11

「生涯現役事業」について代表
質問

自民党川崎市議団団長として、川崎市眼科医会と共に要望書を提出しまし
た。近視の低年齢化、弱視の見逃し、緑内障の進行など、早期発見早期
治療が重要となる目のトラブルから市民を守るために、市内健診の充実を
求めた要望書を提出しました。検査の充実のカギとなる屈折検査機器の導
入に向けて、予算要望をしました。

質問　市内事業者に対する支援について見解は？�
総務企画局　資金繰りの円滑化や、川崎じもと応援券の第2弾の発
行等により、地域の経済を下支えするとともに、相談窓口の設置等
の事業者支援に取り組んでいる。今後も、デジタル化の促進を図る
などに、引き続きしっかりと支援していきたい。
質問　求職者等に向けた対策は？�
経済企画局　就業支援室「キャリアサポートかわさき」において、求
人開拓員を3名増員し、毎月前年比の2倍を超える求人情報の掘り
起こしを行うとともに、今年度からオンラインによる就業相談を開
始するなど、就業
支援の強化を図っ
た。また、短期求
人紹介支援サイト
「たんきゅう」を本
年4月に開設し、
多くの求職者に利
用いただいている。

　青木より一言意見

失業率が高くなり始めると、景気の悪化を実感します。雇用対策が
急務です。

川崎市緊急経済対策代表
質問

タウンニュース

に詳しく掲載
しています

かわさき短期求人ナビ「たんきゅう」HPより


