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カテゴリ①「ワクチン・接種券及び案内周知」

108 【要望事項】
ワクチン接種に係る周知につ
いて

自由民主党 健康部 ワクチンの予約方法がわからないという高齢者からの声が多い。民
生委員などにもお願いをしているが、さらなる周知をお願いする。

・ワクチン接種に係る混乱の軽減

109 【確認事項】
正確な情報を多くの市民に周
知する体制の構築について

日本共産党 健康部 ワクチン接種・予約やPCR検査等の周知の仕方を確認したい。現
在、広報よこすか、ホームページ、LINE等多くの媒体でお知らせを
行っていると思う。収集業務のパッカー車の活用状況、民生委員・
児童委員の周知活動の状況、行政センターの広報車の活用等につい
て確認したい。
スーパーマーケット、ドラックストア等市民が日常的に買物で訪れ
る店舗等に放送・周知の依頼はしているのか。そのようなことは可
能か。

Ａ 110 【確認事項】
ワクチン接種の案内について

自由民主党 健康部 ワクチンの接種予約が開始されたが、対象者への郵便物にワクチン
接種の対応診療所の一覧が同封されていなかった。また、ワクチン
予約開始日が記載されていなかったことから、予約開始前からコー
ルセンターへ電話をする人が多数現れた。
　ホームページや広報よこすかなど記載されているからということ
ではなく、送付されたもので予約に関するものがわかるよう、しっ
かりとした準備を行ってもらいたい。

・ワクチン接種に係る混乱の軽減

Ａ

111 【確認事項】
ワクチン接種ができる医療機
関一覧の周知について

よこすか未来
会議

健康部 ワクチン接種を受け付けている医療機関一覧をさらに周知するた
め、接種券に同封できるかどうか確認したい。

112 【要望事項】
接種券等の送付物に関してよ
り分かりやすいものにするこ
とについて

公明党 健康部 接種券と同時に郵送される接種会場の一覧表や予約案内等の文字が
小さく高齢者等が理解するのに苦労している。
今後の印刷にあたっては課題解決に向けた取り組みを推進してもら
いたい。

・分かりやすい案内

113 【確認事項】
接種券返送分の扱いについて

公明党 健康部 住所不明等で返送された対象者の数とその後の対応はどのようにし
ているのか確認したい。

・接種率向上

114 【確認事項】
接種券の送付状況、市民から
の声及び今後の改善点につい
て

日本共産党 健康部 80歳以上から接種券が送付されているが、80歳以下の方のところへ
も送付されたと聞いている。変更があったのか。送付された接種券
は大変わかりづらいとの声も聞いている。
市民が安心できる接種券の取得と予約システム構築のため、実際に
どのような意見、質問が寄せられているか確認したい。今度の改善
点等も伺いたい。

115

【要望事項】
ワクチン接種の接種券発送の
細分化について

小林オブザー
バー

健康部 　ワクチン接種の予約受付は段階的に対象者を広げていく手法を
とっており、合理的な手法だったと思われる。しかし、5/10から80
歳以上の方に届いた接種券の受付を開始したところ、予約申し込み
が殺到して混乱を招いている。
　今後、79歳以下に順次拡大していく際、さらに予約が殺到する可
能性がある。
　合理的な対応手法は、受付窓口を強化することだろうか？　い
や。接種券を発送する対象を細分化することである。年齢1歳刻み
や地域刻みなどの工夫をすることで、申込や問い合わせの集中を避
けることができる。
　ワクチン接種の予約が殺到して、一次受付ができなくなり、申込
者に不便と長時間拘束を強いている問題を解消することができる。

・受付中断の回避
・申込者の申込にかかる時間の削減
・申込者の不便と不満の解消
・対策コストの軽減
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カテゴリ②「ワクチン・接種予約」

Ｂ

116 【確認事項】
ワクチン接種予約の対応につ
いて

自由民主党 健康部 　ワクチン接種予約について、初日から混乱が起きていたが、今後
の混乱対策としてどのように考えているのか。また、本庁舎１階で
ワクチン接種相談を行ったが、その効果なども教えてほしい。

・ワクチン接種に係る混乱の軽減

Ｂ

117 【確認事項】
ワクチンの予約の状況把握と
今後の改善点について

よこすか未来
会議

健康部 ●ワクチン接種の予約が問題なく進んでいるかどうか確認したい。
●予約が埋まらなかった日がある場合の対応、予約した人が来な
かった場合の対応について確認したい。
●２回目の接種予約を1回目の予約時に同時に取れないか確認した
い。
●６０万アクセスでも大丈夫なシステムを想定していたところ６万
アクセスの設定になっていたとの新聞報道があったが、その詳細・
対応について確認したい。
●予防接種予約システムで重複予約が発生した件で報告をもらって
いる（令和３年５月１３日付）が、原因の説明について不十分な点
があるため、詳細を確認したい。

Ｂ

118 【確認事項】
高齢者ワクチン接種の現状
（コールセンター、LINE、WEB
予約受付の問題・課題点）に
ついて

公明党 健康部 　５月10日から予約の始まったワクチン接種受付だがLINEや WEB予
約が出来なくコールセンターに偏っていると聞く。
　現状の受付割合の確認と課題について伺う。

　割合を確認したうえでコールセンターの増強が必要か確認し、一
刻も早く接種出来る体制を整える。

Ｂ

119 【確認事項】
予約システムの不具合発生の
原因と今後の対応について

日本共産党 健康部 　ワクチン接種の予約がはじまったが、初日に予約システムがつな
がりにくくなった。問題点は何だったのか。どのようにして回復さ
せ、現在の状況はどうか。また、今後さらに多くの予約対象者が見
込まれるが、市民が安心できる予約システムの構築のため、どのよ
うに対応していくのか。

Ｃ

120 【確認事項】
ワクチンの予約に関する関係
諸団体との連携について

よこすか未来
会議

健康部 　予約システムの確認をしたい。協力医療機関でも、かかりつけ患
者のみとそうでないところとあり、それぞれ条件が違っていて、患
者側もクリニック側も予約の取り方について混乱が生じる可能性が
ある。かかりつけ医として表に載っている医院、医師会、市との間
できちんと確認ができているのか伺いたい。

接種券の受け取りから、予約、接種までスムーズに行うことができ
るようにする必要がある。準備段階で新たに出てきた懸念事項につ
いて確認し、議会としても市民に対しワクチン接種・予約に関する
正しい周知を行えるようにする。

Ｃ

121 【確認事項】
ワクチン接種の予約ルートに
ついて

日本共産党 健康部 　かかりつけ医、クリニック等地域の医療機関でのワクチン接種・
予約を直接受けてもらったという市民の声を聞いた。ワクチン接
種・予約はすべて市の予約システムを経由すると認識していたが、
違うルートもあるのか。市民が安心できる予約システムの構築のた
め、バラツキや格差が生じていないか、確認したい。

カテゴリ③「ワクチン・その他」

122 【要望事項】
学校、障害者施設等の集団生
活の場における職員へのワク
チン接種前倒しについて

よこすか未来
会議

健康部 　64歳以下の人たちに対しては接種の優先順位を決めないというこ
とだったが、集団生活の場（学校、障害者施設）や、訪問介護、介
護施設については、職員にワクチン接種が先に行われるよう優先す
るべきである

ワクチン接種の対象となっていない16歳未満が集まる学校等でクラ
スターを防ぐ効果がある

123 【確認事項】
感染状況に応じたワクチン接
種順位にかかる市の裁量につ
いて

よこすか未来
会議

健康部 　若者でも重症化しやすいとされる変異株が市内で流行した際、ワ
クチン接種優先順位は市の判断で柔軟に変更できるのか、それとも
国や県の指針に従わなければならないのかを確認したい。
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124 【確認事項】
都内大規模接種センターとの
ワクチン接種状況の連携につ
いて

公明党 健康部 　５月24日から3か月間、首都圏65歳以上の高齢者に対し東京都千
代田区大手町合同庁舎3号館で1日1万回のワクチン接種が始まる。
　本市の高齢者も接種対象だが、基本的にワクチン接種は居住地接
種が基本である。
　大規模センターとの接種情報の共有はどのようになっているの
か、また市民への周知はどのようなものを考えているのか確認した
い。

・正確な情報共有と丁寧な周知方法の向上

カテゴリ④「経済対策」

125 【要望事項】
酒屋等の飲食店納品業者への
支援について

自由民主党 経済部 　まん延防止等重点措置の対象地域となり、酒類の提供が終日停止
となったことにより、これまで時短営業していた飲食店が、さらに
休業へと変更している。酒屋については、政府も支援を検討してい
るようだが、本市としても飲食店に納品している事業者への支援を
検討すべきと考える。

・市内経済の維持

126 【要望事項】
本庁舎で行った市内事業者向
け移動販売の再開について

公明党 経済部 　緊急事態宣言に次ぐ重点措置が適用され、市内の飲食業は大きな
影響を受けることは必至であると推察される。
　市内経済の活性化のためにも2月24日から3月5日まで実施した市
内の飲食店を対象に本庁舎1Fでのテイクアウト販売を再開してもら
いたい。

・市内経済の活性化

カテゴリ⑤「その他」

127 【確認事項】
本市のまん延防止等重点措置
適用における影響について

公明党 市長室 　５月12日を以て重点措置適用となるが、感染症対策と経済活動に
ついて本市に与える影響はどのようなものか伺う。

・分かりやすい方針の構築

128

【確認事項】
飲食店への各種規制の妥当性
の説明について

小林オブザー
バー

市長室 　政策課題に対し政策手法が妥当かどうか、政策実施にあたっては
吟味しなければならない。
　感染予防という政策課題に対し、営業時間や酒類提供を事実上制
限するという政策手法は、妥当なのだろうか。前出の疫学調査の結
果等を用いて、その妥当性が説明されなければならない。
　もちろん、この政策手法は本市ではなく国・県によって選択され
たものだが、保健所設置市として、その政策手法が本市にとって合
理性があるかを自ら検証をする必要がある。

129

【確認事項】
公共施設や公園等の利用制限
の妥当性の説明について

小林オブザー
バー

市長室 　政策課題に対し政策手法が妥当かどうか、政策実施にあたっては
吟味しなければならない。
　感染予防という政策課題に対し、公共施設や公園等の利用を制限
するという政策手法は、妥当なのだろうか。前出の疫学調査の結果
等を用いて、その妥当性が説明されなければならない。少なくと
も、消防法の観点から定められた施設の利用定員を、単純に全て半
分にするという手法は感染症の対策として合理的とは考えられな
い。
　制限する場合でも、制限するべきは人数なのか、密度なのか、換
気状況なのか、利用方法なのか、合理的な手法であることの説明が
必要となる。

130 【要望事項】
変異株に関する市民への周知
及び適切な対応を促すことに
ついて

日本共産党 健康部 　本市における変異株の状況について確認し、それらをしっかり周
知していただきたい。
　変異株に対する検査は行われているのか。変異株に感染した方は
いるのか。そもそも、変異株の特徴とはどのようなものか。感染力
が強い、感染すると重症化する、若者層にも蔓延する等言われてい
るが実態を確認したい。それらをわかりやすく正確に市民に周知し
ていただきたい。
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131 【確認事項】
ケアを職務とする方々が安心
して働ける環境づくりについ
て

日本共産党 健康部 　３月頃に県費で介護施設、障がい者施設の職員向けのPCR検査が
行われた。行われた総数、全体からみての割合、陽性者の数、陽性
者の割合を確認したい。受検した方の意見・感想等があれば伺いた
い。受検しない、受検できない理由はどのようなものだったのか。
保育、教育の現場職員等へ広げていこうとする国や県の動向はいか
がか確認したい。

132 【確認事項】
コロナ感染者のアフターケア
について

日本共産党 健康部 　５月12日現在、2,168人の方々がコロナ感染後、退院、退所され
ている。この方々のアフターケアはどのように行われているのか。
報道では後遺症に悩み苦しんでいる方もいると聞く。本市は把握し
ているのか。現在も自宅療養等が必要な方もいるのか。割合など調
査しているのか。適切なフォローがされているのか。相談体制は出
来ているのか。
　たとえ感染してもその後の様々な不安解消のためにアフターケア
が受けられるという、市民に安心感をもってもらえるため、確認し
たい。

133

【確認事項】
疫学調査の分析結果について

小林オブザー
バー

健康部 　疫学調査とは、個々のケースの原因等を追いかけることだけでは
ない。それら個々のケースの情報を統計的に処理して、ある集団を
対象として病気の頻度や分布に影響する因子を特定するなどし、対
策に活かすものである。
　この観点では、本市では疫学調査を実施しているとは言うが、調
査結果は報告されていない。既に、本市の保健所でも2,300件を超
えるケースを扱っており、統計的に有意な分析が行えているはずで
ある。
　個々のケースの属性データがオープンデータ化されていれば、自
ら分析を行うこともできるが、本市では加工済の情報しか公表して
おらず、外部による分析もできない。ついては、内部で分析した結
果を公表頂くほかない。
　どのような場所の、どのような場面における、どのような人の、
どのような行動が、感染リスクや重症化リスクが高いのか等を明ら
かにし、対策に結び付けるため、疫学調査の分析結果を確認した
い。

★

134 【確認事項】
学校現場における感染症対策
の徹底について

日本共産党 教育委員会 　この間、低年齢層の感染者も出ている。感染者や濃厚接触者に
なった児童・生徒への学習面のフォローや心のケアが行われてきた
と思うが、状況はどうか。スクールソーシャルワーカーや保健室の
先生の人員体制はどうか。不登校等支援が必要になった児童・生徒
がいなかったか心配だ。感染症対策が長期化する中で学校現場での
先生方、児童・生徒へ今一度、気を引き締めていくことが必要では
ないか。どのような対策をしているのか確認したい。

135 【確認事項】
必要な市民、事業者へ支援策
が届いていることの把握につ
いて

日本共産党 市長室
経済部
福祉部
健康部
こども育成部
教育委員会　　など

　国、県、市の行ってきたあらゆる支援策（補償、給付、補助金
等）の申請に対して、当該の方にしっかり渡っているかの把握はし
ているのか確認したい。申請者に行き渡っていない場合の手立ては
打たれているのか。
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