
見本

2021
春号

川崎市議会議員　林としお
市政だより

みらい川崎市議会議員団 〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1　第二庁舎内　
電話　044-200-3355

2021年4・5月
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〈会派代表質疑トピックス〉

新型コロナウイルスワクチン接種事業について

　　接種クーポン券の発
送にあたっては、接種時の
効率性の観点から、予診票
の同封を求める声が医師会
の有志から寄せられていま
す。その対応についてうか
がいます。

質問

　　予診票についてであ
りますが、被接種者による
予診票の事前記入は、接種
会場等における対応の効率
化や時間の短縮化につなが
ることから、接種券の発送時に予診票を同封していきたい
と考えています。

回答

　　基礎疾患のある方と、その後の市民全体へのスケ
ジュールについてうかがいます。
質問

　　基礎疾患のある方等への接種スケジュールについて
は、高齢者の接種状況やワクチンの供給量等を踏まえて判
断する必要があることから、現時点でお示しすることは難
しい状況でありますが、新型コロナウイルス感染症に係る
予防接種については、令和4年2月28日までが実施期間と
されているため、当該期間内に、希望する全ての市民の皆
様に接種を完了できるよう、取組んでまいります。

回答

　　ワクチン接種体制についてうかがいます。
集団接種体制については、各区市民館を活用すること

は事前に公表されていますが、加えて短期の集団接種会
場として８ヶ所整備する予算が計上されています。この
短期の接種会場の設置場所と施設ごとの接種目標数の想
定をうかがいます。

質問

「令和３年第１回川崎市議会定例会」が、２月15日から開催され、３月19日に閉会となりました。
みらい川崎市議会議員団では、代表質問を３月２日に行い、「新型コロナウイルス感染症対策」や「大
規模投資的事業見直しの進捗状況」などについて質問しました。併せて、追加議案として提出された
令和３年度一般会計補正予算（新型コロナウイルスワクチン接種事業費）などに対する代表質疑も同
日に行いました。
また、今定例会に提出された約8,208億円の令和３年度一般会計当初予算や令和２年度一般会計補正
予算など計81件の議案について、審議の結果、全議案とも原案通り可決・同意を決定しました。
本定例会では、予算審査特別委員会が設置され、各会計に関わる質疑も行いました。
市議会報告として、会派代表質疑トピックスならびに、林敏夫が３月８日に行いました予算審査特
別委員会での質問の概要を報告させていただきます。

令和３年第１回市議会定例会を終えて



　　集団接種会場については、教育文化会館及び各市民
館の計7か所のほか、接種状況や個別接種体制等を踏まえ、
他の公共施設や商業施設、学校・大学など、短期的な会場
の増設についても柔軟に対応していきます。また、接種目
標数については、いずれの会場におきましても1日あたり
300人程度を想定しています。

回答

〈予算審査特別委員会質問要旨〉

基幹的交通ネットワーク整備推進事業費について

　　臨海部の交通機能強化に向けた実施方針（案）に
ついては実施方針の中で、基幹的交通軸である路線バス
の機能強化を目的としてBRT（バス高速輸送システム）の
導入を進めるとしています。その中では、段階的な整備と
して令和４年度に具体的にBRTの導入を図るとしています。
令和３年度の予算額と具体的な取組についてうかがい
ます。

質問

　　（臨海部国際戦略本部長）基幹的交通ネットワーク
整備推進事業につきまして
は、臨海部ビジョンに位置付
けた交通機能強化プロジェク
トの推進を目的とした事業で
あります。
令和３年度予算につきまし

ては、令和４年度のBRTの導
入に向けて、停留所改修など
の走行環境の整備を行うとと

答弁

もに、令和６年度以降の運行ルートの拡大の検討など、合
計約3,300万円を計上しているところであります。

　　個別接種体制については、市内で約670ヶ所の協
力機関があると聞いています。参加医療機関の想定数を
うかがいます。

質問

　　個別接種体制についてでありますが、かかりつけ医
などの身近な医療機関で安心して接種を受けることができ
るよう、600以上の協力医療機関による個別接種の実施を
めざしています。

回答

　　巡回接種体制についてです。高齢者等の入所施設
を中心に実施する予定であるとのことです。対象とする
施設の選定条件をうかがいます。

質問

　　特別養護老人ホームや介護老人保健施設、障害者支
援施設などの入所者については、外部に出向いてのワクチ
ン接種が困難な状況が想定されるため、入所者の希望があ
る場合、巡回による接種を実施していきます。

回答

　　配分量が決定されたとしても、本市対象の高齢者
約30万人分の必要ワクチン量にはほど遠い数値であるこ
とは容易に予測できます。
どこの集団接種会場を使用するのか、医療従事者など

の配置の調整をどのように行なうのか、さらに、接種す
る高齢者をどのように選定するのか、それぞれうかがい
ます。最後に高齢者のワクチン接種が終了する時期の見
通しについてうかがいます。

質問

　　今回のワクチンは本市の高齢者人口に比して数量が
非常に限定的であり、予約等の開始により混乱も予想され
ることから、まずは、高齢者施設の入所者を対象に接種を
行うことを検討していきます。また、高齢者施設における
接種の実施にあたっては、施設の嘱託医や提携する医療機
関等との調整を進めるとともに、入所者の希望を確認の上、
接種を実施していきたいと考えています。
次に、高齢者へのワクチン接種の見通しについてであり

ますが、先月末、高齢者全員の２回接種分のワクチンにつ
いて、６月末までに配送を完了する旨、国から公表があり
ましたので、本格的な供給が開始されたら、可能な限り早
期に接種を完了できるよう、取組を進めていきます。

回答

　　高齢者向けのワクチン確保とその接種の見通しに
ついてうかがいます。当面県が確保できるワクチンの総
量が少ないことから、2月26日から県内33市町村の希
望を聞き、人員の確保やバリアフリー整備の状況を踏ま
えて、3月上旬に配分を決定
するとのことです。配分する
市町村の優先順位も県と自治
体間での調整に委ねられてい
ると考えます。県との調整に
関して最新の状況と、川崎市
への配分量の見通しについて
もうかがいます。

質問

　　4月に配分が予定される高齢者向けのワクチンにつ
いては、県下において接種を行う市町村を選定するため、
2月26日、神奈川県から意向調査の依頼があり、本市とし

ては4月12日からの接種開始を想定し、5日の週の配送希
望を検討しています。
次に、配分量の見通しについてでありますが、神奈川県

においては、4月19日の週までに配分が予定される44箱の
ワクチンについて、少しでも多くの市町村が接種を開始で
きるよう、1市町村あたり975人の2回接種分となる2箱の
配分を想定しています。
※その後3月11日に、川崎市には7箱の配分が神奈川県か
ら通知されています。

回答

クーポンはこのような封筒で送付します。

見本



　　臨海部の新たな交通ネットワークの形成として、
BRT導入は期待する事業でもありますので、交通事業者
と臨海部国際戦略本部、そして、本市の交通政策を所管
するまちづくり局としっかりと連携を取りながら丁寧な
対応を要望しておきます。

要望

　　（臨海部国際戦略本部長）基幹的交通ネットワーク
整備推進事業につきまして
は、臨海部ビジョンに位置付
けた交通機能強化プロジェク
トの推進を目的とした事業で
あります。
令和３年度予算につきまし

ては、令和４年度のBRTの導
入に向けて、停留所改修など
の走行環境の整備を行うとと

浸水対策事業費の取組について

　　浸水対策事業の推進について、令和３年度の予算
額と取組内容についてうかがいます。
質問

7,000万円を計上しています。次に、主な取組であります
が、重点化地区における対策といたしましては、三沢川地
区、土橋地区、京町・渡田地区において雨水管の布設工事
などを推進していきます。また、局地的な対策としまして
は、令和元年東日本台風による浸水を踏まえ、当面の対策
として、山王地区におけるバイパス管整備や、諏訪地区に
おける仮排水ポンプの増強、各排水樋管箇所における横断
管の設置工事などを進めていきます。

　　（上下水道事業管理者）令和３年度の浸水対策事業
に係る予算額については、工事費と委託費として、約21億
回答

　　川崎区における重点化地区の浸水対策について、
今年度と令和３年度の具体的な取組内容についてうかが
います。

質問

　　（上下水道事業管理者）今年度の取組としましては、
京町・渡田地区において、内径800ミリ、延長約230メー
トルの導水管整備工事を２月に着手するとともに、川崎駅
東口周辺地区について、水防法に基づく、地下街利用者の
安全な避難を可能とする「水位周知下水道」の構築に向け
た取組として、地下街周辺の下水管渠内に水位計を設置し、
関係者との協議・整理を進めているところであります。次
に、令和３年度の取組としましては、引き続き、京町・渡
田地区において、内径250から700ミリ、延長約550メー
トルの導水管等の布設工事を推進していきます。

回答

４丁目歩道橋の交差点、労働会館前交差点を経由して川崎
駅東口に至る運行距離約5.4キロメートルの区間を考えてお
り、同ルートへの導入に向けた取組を進めていきます。

もに、令和６年度以降の運行ルートの拡大の検討など、合
計約3,300万円を計上しているところであります。

　　BRTの運行ルートについては、川崎駅から水江町
となっていますが、改めて発着場所を含めた具体的な運
行ルートについてうかがいます。

質問

　　（臨海部国際戦略本部長）往路につきましては、川崎
駅東口から新川通の皐橋交差点、川崎臨港警察署前交差点
を経由して水江町に至る運行距離約5.3キロメートル、復路
につきましては、水江町から川崎臨港警察署前交差点、大島

回答

　　臨港警察署前バス停については、乗降者数も多く
地元の高齢者の方々よりベンチを設置して欲しいとの要
望の声が上げられています。 BRT導入に向けたバス停
の環境整備と併せて、バス待ち環境の整備を行うべきで
すが、見解と対応についてうかがいます。

質問

　　（まちづくり局長）バス停留所のベンチについては、
利用状況や地域要望等を踏まえ、歩道幅員等も確認し、バ
ス事業者が設置を行っているところですが、超高齢社会を
迎える中で、バスの利用環境向上のための必要な設備とし
て認識しているところであります。このため、BRTの導入
状況を踏まえ、地域要望をバス事業者へお伝えしていきま
す。

回答

　　浸水リスクの高い重点化地区（６地区）の取り組
みについては、平成29年３月に策定された『川崎市上下
水道ビジョン・上下水道事業中期計画』に示されています。
令和３年度が最終年度となります。次期中期計画の策定
に向けた今後のスケジュールと、重点化地区に指定され
ている川崎区の大島地区と観音川地区などの今後の対応
についてうかがいます。

質問

川崎駅東口地区

京町・渡田地区

大島地区

観音川地区
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電話連絡は平日の火・木・金の11時～17時30分。
留守の際は、留守番電話にご伝言をお願いします。

○1964年 １月28日生まれ
○1982年 旧日本鋼管（NKK）京浜製鉄所入社
○2014年 JFEスチール東日本製鉄所（京浜地区）総務部
○2015年 川崎市議会議員初当選
○2019年 川崎市議会議員２期目当選
川崎市議会常任委員会
　2021年度　●総務委員会委員

　　次期上下水道事業中期計画が令和３年度末策定に
向けて、今後議論が本格化してくると考えます。大島地
区・観音川地区については、中期計画の中で具体的な手
法を示していくとの答弁をいただきましたが、近年の自
然災害の状況も鑑みると一定規模の雨水貯留対策が必要
であり、今後の浸水対策強化に向けた検討を要望します。

要望

お住いの地域でお困りのことありましたら
遠慮なく連絡をしてください

〈市民の声を聞き、安心・安全なまちづくりを進めています。〉

◎ 鋼管通にカーブミラーを設置 ◎ ◎ 桜川公園に郵便ポストを設置 ◎

　　（上下水道事業管理者）令和４年度から令和７年度
を計画期間とする次期上下水道事業中期計画の策定に向け
たスケジュールについては、学識経験者や公募市民委員等
で構成された上下水道事業経営審議委員会などでご意見を
うかがいながら計画を策定し、令和３年度末に公表する予
定であります。
次に、大島地区や観音川地区などの重点化地区の浸水対
策については、互いに隣接する地区であることを踏まえ、
既存施設を最大限活用する方策や、段階的に整備効果を発
現する方策などについて、検討を進めているところであり

まして、次期上下水道事業中期計画のなかで、具体的な手
法をお示ししていきたいと考えています。

回答

浜町4丁目町内会の皆様から、郵便ポストを設置して
欲しいとの声が寄せられていました。
町内会内の私有地や、金融機関など設置場所を検討

し、川崎港郵便局や道路公園センターと相談させていた
だき、近隣の町内会の皆様とも相談した結果、この度、
桜川公園入口に郵便ポストの設置が実現しました。

鋼管通4丁目の
JR南武支線踏切
近くのT字路にお
いて、近隣にお住
まいの皆様から、
見通しが悪く交通
事故を心配する声
が寄せられていま
した。
道路公園センタ
ーに調整をしてい
ただき、この度カ
ーブミラーの設置
が実現しました。


