
新型コロナワクチン3回目接種代表
質問

質問　前回と異なる接種券の発送手順に関する広報と工夫は？�
健康福祉局　1.2回目接種と異なり、接種開始月を踏まえた段階的
発送となるため、市HPや市政だよりなどを活用して情報提供を行
う。かかりつけ医からも案内いただけるよう調整を進めている。
質問　追加接種に使用するワクチンは？�
健康福祉局　2月からはモデルナ社製の使用も見込まれているた
め、ワクチンの特性や保存方法等を考慮し、個別接種はファイザー
社製を中心に、集団接種はワクチンの供給量や配分割合を踏まえて
柔軟に対応していく。
質問　追加接種期間に1.2回目接種を希望する方への取組みは？�
健康福祉局　引き続き希望者に接種機会を提供する必要があると考
えている。個別接種による接種体制を継続するとともに、再開する
集団接種会場においても、特定の曜日に受入枠の設定等を検討中。

質問　接種会場の稼働率状況の見通しは？�
健康福祉局 《集団接種会場について》2月から4月（主に高齢者対
象）においては、各区に会場を設置し、午前·午後の時間を中心に、
土日を含む週5日の運営を想定。1日あたり最大300回から600回
の接種を実施する予定。
《大規模接種会場について》3月から開設。土日を含む週6日、午前
·午後の時間帯で1日あたり1,500回の接種を想定。※2月1日から
開設済
《5月から7月（主に現役世代中心）》各区の会場を3か所に集約すると
ともに、働いている方でも接種を受けやすくなるよう大規模会場を
含め、夜間までの受付を実施し、週6日の運営を行う予定。

　青木より一言意見

このウィルスは、様々に変異して、毒性は弱くなってきていますが、
感染力は強まっています。感染対策をして、生活様式を変化させな
がら、一緒にできることを取り組んでいきましょう。
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令和3年11月26日から12月21日まで、第4回川崎市議会定例会が開催されました。市長が再任を果た
し、公約では「川崎の未来を実行する」というスローガンが掲げられる中、公約の内容をはじめコロナ
対策や自治会活動、交通など幅広く質問をしました。自民党代表質問の内容を一部抜粋してお届けします｡

川崎市新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施計画〔改定版〕より

市内発生状況データ（令和4年1月30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

全対象者のワクチン接種率（令和4年1月25日時点) 



市長公約代表
質問

質問　「地域新電力会社」について、自治体が参入する意義は？�
市長　地域エネルギー会社は、再生可能エネルギー電源を基にした
小売電気事業に留まらず、電源開発やエネルギーマネージメントな
ど幅広くエネルギー事業に取り組むという他にはない特徴を有して
いる。有識者からも、「市が過半出資を行い、主体的にリーダーシッ
プを発揮することが望ましい」との意見もふまえて、適正な利益を
確保しながら、地域におけるエネルギー施策をリードしていく。
質問　現行の製品プラの割合と、分別品目拡大に伴う費用の増減は?
市長　プラスチック製品は、家庭系焼却ごみに1割程度含まれてい
る。分別回収により処理費用が一定増加することが見込まれるが、
民間事業者との連携等も視野に、効率的·効果的な処理体制を構築
していきたい。「市内で回収した全てのプラスチックを100%市内
でリサイクル」という、分かりやすく高い目標を掲げ、市民、事業
者と一体となって包括的な資源循環の取組を進めていく。

　青木より一言意見

公約は、市長と市民との約束です。
約束がどのようなものか、どうよう
に具体的に進めているのか、お金が
どの程度かかるかなど、今後もわか
りやすく報告して参ります。

特別自治市制度代表
質問

質問　特別自治市の法制化に向けた取組みについて方向性は？�
市長　指定都市市長会と連携しながらあらゆる取り込みを進めてい
くことが重要。今後は代33次地方制度調査会における議論を始め、
必要性を政府や国会議員へ訴えかけ、制度化に向けて市民を巻き込
んだ機運醸成の取組みを進める。
質問　県に対してどのように主張するのか？�
総務企画局　市民目線に立って、二重行政を解消し、無駄をなくし、
素早い対応が可能となる特別自治市の創設を主張していく必要があ
るものと考え、引き続き様々なレベルで協議を行っていく。
質問　県内3政令指定都市はどう連携するか？�
総務企画局　既に、県、横浜市、川崎市、相模原市の事務レベルに
おいて意見交換を実施した。神奈川県は、3政令市が存在する唯一
の県であるため、その連携が不可欠と考える。今後もあらゆる機会
を捉えて、連携した要請活動を行う。
質問　市民に理解してもらうためには？�
総務企画局　特別自治市の概要やメリットの理解を深め、一人でも
多くの方に応援団になっていただけるよう戦略的な広報が必要と考

える。今後は、様々な機会を捉え、積極的な周知を図るとともに、
町内会·自治会をはじめとした地域団体の方に対して、職員が出向
いて説明を行うなど、市民理解の取組を進めていきたい。

　青木より一言意見

まずは、自治会、町内会での説明会が開始しました。50年間暫定
で動いていない制度を、川崎市民の理解とともに改定していければ
と考えます。

全国都市緑化かわさきフェア代表
質問

質問　開催日日程（令和6年10月〜11月上旬、令和7年3月から
30日程度）について、決定の根拠は？�
建設緑政局　地域資源を活かした個性的な取組みを全市的に展開し
ていくために、木や花の見頃などを踏まえて設定した。
質問　コア会場となる3カ所の会場イメージは？�
建設緑政局　各総合公園の特色を活かすため次の取組みを行う。

生 田 緑 地 豊かな自然と歴史･文化･芸術を活かす
等々力緑地 多様なスポーツや豊富な緑、水とのつながりを軸とする

富士見公園 川崎ならではの都市緑化や先端技術を体感でき
様々なライフスタイルに対応する

質問　市の花「つつじ」市の木「つばき」さらに各区の花･木とフェア
との関連性は？�
建設緑政局　フェアを契機に歴史や特徴について改めて学び花や木
への知識や地域への愛着を深める取組みを進めていく。

　青木より一言意見

フェアでの取り組みは、
川崎市が緑あふれる街に
進化するチャンス。緑化
フェアとともに、豊かな
街をつくりましょう。

●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
【ワクチン接種】
最新のお知らせ

3回目接種を受ける方 接種状況（速報）と
供給状況

濃厚接触者について

橘処理センター完イメージ(市HPより）
ここで再生エネルギーが生成されます

多大な大都市制度実現プロジェクト
会議の様子（指定都市市長会HPより）

● 川崎市が神奈川県から独立する制度です。
● 川崎市が県の機能をすべてもち、県税もすべて徴収します。

特別自治市制度で変わる！住民サービス

※特別自治市の詳細はこちらからご覧いただけます➡

川崎市総務企画局都市政策部地方分権担当
TEL 044-200-2761　 FAX 044-200-3798

子育て支援

特別自治市を実現するためには、国の法律を変える必要があります。
川崎市では、国に働きかけるなど、法律を変えるための取組を行っています。

川崎市を
除く
神奈川県

川崎市を
含めた神奈川県

川崎市
（特別自治市）
として神奈川県
から独立

川崎市を
含めた神奈川県

川崎市を
除く
神奈川県

川崎市
（特別自治市）
として神奈川県
から独立

特別自治市制度とは？

特別自治市のイメージ

保育所、幼稚園ともに
市 の 事 務となるため、
市の窓口で様々な情報
が得られます。

雇用・労働 災害対応
コロナや災害対応は、
市が国と直接やりとりす
ることで、もっと素早い
対応ができます。

まちづくり
まちづくりに関する事務
を、市がすべて行うため、
魅力と活力にあふれたま
ちづくりが可能になりま
す。

問合せ先

川崎市

川崎市

市内保育･子育て総合支援センター 市内就職相談窓口 避難所の様子 武蔵小杉駅東口駅前広場

職業紹介だけでなく関
連するサービスを一体
的に提供することができ
ます。

ムダがなくなります

ほんとうに
実現するの？

政令指定都市と
何が違うの？

　政令指定都市として、自治体業
務のほとんどを行っていますが、
県から独立し、県の業務を併せて
行うことで、時間や経費を削減

素早く対応できます
　県を通さず国と直接やりとりす
ることで、コロナ対策や災害対策
もニーズに沿った対応が可能に

は川崎市は川崎市は

特別自治市を
      目指しています

特別自治市を
      目指しています

特別自治市になるとこう変わります

特別自治制度（市HPより）

バーチャル会場（市HPより） 等々力緑地（市HPより）



町内会･自治会活動応援補助金代表
質問

質問　７月１日から制度が始まったが、申請受付状況は？�
市民文化局　11月末時点の申請件数は、対象団体651団体中242
件、申請金額は約7560万円。新型コロナウイルス感染症の影響に
より、行事等の中止など本格的な活動再開には至らない状況もあっ
て、現状の申請率が約37%にとどまっていることから、未申請の
町内会·自治会に対し、再度、申請の案内を行っている。
質問　町内会・自治会同士で情報を共有することが必要では？�
市民文化局　新たな補勘制度を活用した好事例等を共有することは
重要であると考えており、全町内会連合会と市民自治財団との共催
により、開催してきた研修会の場や地域情報誌等を活用するととも
に、新たな仕組みについても検討していきたい。

　青木より一言意見

多くの団体が申請をしてくれました。新しい制度であるため、まだ
予算に余裕もあります。新しい生活様式や防犯など、地域実情に合
わせて、活動助成を申請していただければと考えます。

眼科検診代表
質問

質問　屈折検査機（SVS）の導入など、特に3歳児健診における眼科
健診体制の構築は要望書を提出しているが、見解と対応は？�
こども未来局　子どもの目の機能は、生まれてから徐々に発達し、
おおよそ6歳までに完成することから、その前に異常を早期発見し、
治療を行うことが重要であると考えている。今後も、子どもの視力
異常の早期発見及び早期治療につながるよう、屈折検査機器の活用
を含め、効率的、効果的な健診の実施手法について検討していきたい。

　青木より一言意見

川崎市が率先して目の健康先進都市となれるように、取り組みを推
進して参ります。

HPVワクチン代表
質問

質問　厚生労働省より積極的な接種勧奨を令和４年４月から再開す
るよう通知がなされました。本市の今後の計画は？�
健康福祉局　令和3年7月にすべての対象年齢である、小学校6年
生から高校1年生に相当する年齢の女子、約3万人を対象に、情報
提供を個別通知により行った。今後も新しく対象年齢となる小学校
6年生に相当する年齢の女子を対象に、個別通知による情報提供を
引き続き行っていきたい。
質問　積極的勧奨が控えられていた間に接種機会を逃した人たちに
公費で機会を確保するキャッチアップ接種の検討について、見解は？
健康福祉局　国から具体的な取り扱いが示されてないことから、引
き続き、国の動向を注視していきたい。

　青木より一言意見

国の動向を注視しながら、機会を逃したキャッチアップ対応を含め
て、HPVワクチン接種対応をしていきます。

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
●自民党川崎支部連合会政務調査会長
●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

補助金制度説明会資料より

SVSによる測定イメージ(日本眼科医会「3歳児健診における視覚検査マニュアルより）

接種数が低い期間のキャッチアップ接種が検討されている
(第26回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会「キャッチアップ接種について」資料より）

令和4年 予算要望令和4年 予算要望
定例会閉会後、市長に対し、令和4年度予算
への要望書を提出し、意見交換を行いました。
新型コロナ対策や災害対策をはじめ、特別自
治市制度の早期実現に向けた取組の推進など
の都市運営、医療、福祉、経済活性化、環境
施策、行財政改革と多岐に渡った内容となっ
ています。



高齢者肺炎球菌ワクチン接種について一般
質問

年度 接種件数 接種率
令和元年度 8,544 件 17.6％
令和2年度 10,446 件 21.2％
令和3年度（10月末時点） 4,422 件 9.0％

高齢者肺炎球菌ワクチンの総接種件数及び接種率

青木　毎年１回対象者になる方に個別通知がされているが、１回で
は伝わっていないのではないか。再通知の検討は？�
健康福祉局　高齢者肺炎球菌ワクチンは勧奨義務がないが、医学的
に必要なワクチンであると考えていることから、年に1回、対象と
なる年齢の方へ個別に通知を行っている。
青木　高齢者肺炎球菌ワクチン接種平均は、毎年30％と台と低い
水準である。周知していく取組みは？�
副市長　市政だよりなどの広報媒体を活用するほか、�市医師会にも
御協力をお願いするなど様々な形で周知に努めていく。

　青木より一言意見

高齢者肺炎球菌ワクチンには接種期限があり、期限を過ぎると全額
自費になります。5年おきであるため、一度逃すと、次は、5年後です。
65才で気づかず、70才で接種した方の中には、65才で気づいて
いればとの声も聴きます。肺炎が、死因順位の5番目に入っている
ことを考え、公費で打てる時期の周知は重要です。

音楽のまちかわさきについて一般
質問

青木　ネット配信などの工夫、効果、課題は？�
市民文化局　「フェスタサマーミューザ」�「かわさきジャズ」では、
一部ネット配信を行い多くの方に視聴いただいた。会場に来られな
い方にも楽しんでいただき、「音楽のまちづくり」の取組をアピール
できたと考える。一方で、映像の収録などにかかる制作コストと収
益の兼ね合い、配信時における技術的安定性の確保、ネットへのア
クセスが困難な市民への対応などの課題がある。
青木　「音楽のまち�かわさき」をどう盛り上げていくのか？�
市長　川崎の持つ多くの魅カやポテンシャルを最大限に生かした取
組を進めていくことが重要。ミューザ川崎シンフォニーホールにお
いても�東京交響楽団とも連携しながら、海外オーケストラの招致
を含め様々な音楽事業を展開するなど、市制100周年、開館20周
年を盛り上げていきたい。

　青木より一言意見

川崎には、音楽をはじめ、都市の緑、ホームタウンスポーツ、ドラ
えもんの藤子Ｆ不二雄ミュージアムなど、世界を引き付けるコンテ
ンツや魅力がたくさんあります。日本は少子化ですが、世界は若者
が爆発的に増えています。その状況で、生きてい行くこどもたちに、
生まれ育った川崎は、新しいモノやコトがどんどんと生まれてくる
街であり、まだまだポテンシャルの塊だと感じて、創造力をつけさ
せてあげるために、これからも正解レベルの芸術、文化をこども達
に触れさせてあげて、未来の川崎を創っていく政策を要望しました。

宮内、新横浜線について一般
質問

青木　先日開催された地元説明会ではどのような意見が出たか？�
建設緑政局　周辺道路の交通規制や通学路などに何する質問の他、
工区中央付近の横断歩道に信号機を設置する要望などをいただいた。
青木　バスルートの協議結果、バス停の移動については？�
建設緑政局　バス事業者から、「子母口住宅前バス停」�を当該工区
内へ移設する意向が示され、交通管理者などと協議し、当該工区の
中にバス停を移設することとした。ルート変更の手続きについて、
工事の完成に合わせて、バス事業者が手続きを進めていく。
青木　通学路の対応と協議状況は？�
建設緑政局　子母ロ小学校と協議を進めている。小学校からは、本
工区を横断する市道子母ロ26号線の通学路については、工事期間
中もできる限り利用したいとの要望があったため、安全に児童が通
学できるよう対応していく。道路供用後の通学路については、安全
確保に向けて、関係機関と協議していきたい。

　青木より一言意見

建緑、交通局、教育委員会と様々調整が必要です。幹線道路を渡っ
ての通学路ということで、安全に工事を進めることを要望しました。

一般質問

※侵襲性感染とは本来は菌が存在しない血液、髄液、関節
液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

肺炎球菌ワクチンとは 過去に「 価肺炎球菌ワクチン」を
接種したことがある方

肺炎球菌ワクチンの接種後には
副反応が生じることがあります

2021（令和3）年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）は①もしくは②の方が定期接種の対象です。
対象者①（生年月日） 対象者②

肺炎球菌ワクチンの接種後にみられる主な副反応には、
接種部位の症状（痛み、赤み、腫れなど）、筋肉痛、だる
さ、発熱、頭痛などがあります。接種後に気になる症状や
体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について
定期の予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合

（健康被害）は、法律に定められた救済制度（健康被害救済制度）があります。制度の利用を申しこむと
きは、お住まいの市町村にご相談ください（制度を利用するためには、一定の条件があります）。

。すまきで索検で」度制済救 種接防予「。いさだくんらごをPH省働労生厚、は細詳※

定期接種の対象者は毎年度異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意下さい

肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接
種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン（一般名：23
価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名：
ニューモバックス NP）」は、そのうちの23種類の血
清型を予防の対象としたワクチンです。この23種類
の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症の原因の
約6割～7割を占めるという研究結果があります。

「23価肺炎球菌ワクチン」を接種したことがある方は定
期接種の対象とはなりません。また、「13価肺炎球菌
ワクチン（一般名：沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン、
商品名：プレベナー 13）」は、2021（令和3）年4月1日
時点では定期接種に使用できません。ただし「13価肺
炎球菌ワクチン」を接種したことがある場合でも「23価
肺炎球菌ワクチン」を定期接種することができます。

高齢者を対象にした
肺炎球菌ワクチンの
定期接種を実施しています。

高齢者を対象にした
肺炎球菌ワクチンの
定期接種を実施しています。

昭和31年4月2日生～昭和32年4月1日生
昭和26年4月2日生～昭和27年4月1日生
昭和21年4月2日生～昭和22年4月1日生
昭和16年4月2日生～昭和17年4月1日生
昭和11年4月2日生～昭和12年4月1日生
昭和6年4月2日生～昭和7年4月1日生
大正15年4月2日生～昭和 2年4月1日生
大正10年4月2日生～大正11年4月1日生

60歳から65歳未満の方で、
心臓、腎臓、呼吸器の機能に
自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の
障害やヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に日常生
活がほとんど不可能な程度
の障害がある方

65歳となる方
70歳となる方
75歳となる方
80歳となる方
85歳となる方
90歳となる方
95歳となる方

100歳以上となる方 
※過去に高齢者を対象にした肺炎球菌ワクチン〔23価肺炎球菌ワクチン（一般名：23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド

ワクチン、商品名：ニューモバックスNP）〕の接種を受けたことがある方は定期接種の対象となりません。

2021（令和3）年度に

肺炎球菌リーフレットより

市道子母口26号線 子母口工区の様子（2022年1月撮影）

川崎市予防接種コールセンター
（高齢者の肺炎球菌・高齢者のインフルエンザ専用番号）

電話 044-200-0144　FAX 044-200-3928
受付時間�8時30分から17時15分　月〜金（祝日・年末年始除く）問合せ先

今年度
未接種の方
が多数

図 6　主な死因別にみた死亡率
　　  （人口 10 万対）の年次推移

厚生労働省　令和２年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況


