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2021.04 ワクチン接種号 _B3_ 外面 _fin

1. ワクチン接種券（クーポン券）を受け取る 2. 接種会場・時間を予約する (5月から予約開始予定）

国土交通委員長として“辣腕”をふるう！　

ワクチン接種日（1回目）予約日【記入欄】

　月　  日　曜日 　　時　　分～

会場：

65歳以上の入所者及び従事者

（受付　午前 8時 30分から午後 7時、土日、祝日含む）

ワクチン接種コールセンター
☎042-767-2101■042-740-1020FAX

４月下旬以降、順次 65歳以上の皆さんにワクチン
接種券（クーポン券）、予診票などが郵送されます。
予診票の太枠内の記入を忘れずに。

ワクチン接種の流れ（集団接種）

ワクチン接種 スケジュール

高齢者 (75歳以上 )+高齢者 (65歳以上 74歳 )

一般の方 （々16歳以上）

※まず、75歳以上の方々へ、
続いて、65歳以上 74歳までの方々へ、
順次、ワクチン接種券の発送。
※集団接種+個別接種。

広範な “守備範囲”　国土交通省は都市基盤の整備を一手に担う大きな省庁
です。身近な行政分野で言えば、自動車、鉄道、バス、タクシー、航空、船舶、道路、下水道、
港湾、住宅、河川など、これら全てが国土交通行政の範囲となります。
さらに、海上保安庁、観光庁、気象庁といった“オールジャパン”にまたがる業務を担う
組織も国土交通省が所管しています。

安心・安全こそ　年々、台風や豪雨による自然災害が激甚化しています。土砂
災害や洪水の被害に見舞われた地域の状況を伝えるニュース映像に、誰しもが自然災
害の恐ろしさを再認識しているはずです。
いかに自然災害から地域を守るのか、まさに「安心」「安全」こそ、国土交通行政のキー
ワードと言えます。そして、安心で安全な都市・地域づくりに向けた様々な法律案の審
査を行う場が国土交通委員会なのです。

法案成立に向け　今国会では、国土交通委員長として、７つの法案の審査を
担っています。いずれも国民生活の安全・安心に寄与する法律ですから、委員長として
の“腕の見せどころ”。
中でも、「流域治水関連法案」は重要法案と位置づけられています。国、自治体、企業、
住民など、あらゆる関係者が“縦割り”をやめ、河川の“流域全体”で台風や急激な大雨に
対応し、防災・減災に協働して取組むための法律です。是非、成立に期待をして下さい。

集団接種は
木・土・日の
いずれかだな…

集団接種を希望する方は、次ページ
の接種会場を参考にしながらワクチ
ン接種コールセンターに電話して予
約を（もしくはネット予約で）

また、混雑している場合は、希望する
日に予約できない場合もあります。

※個別接種（身近な病院・診療所
でのワクチン接種）の開始は、もう
少し先となりそうです。

23日
五輪開会式

行政改革 /ワクチン担当大臣

河野太郎
国土交通委員長 /衆議院議員

あかま二郎×

ワクチ
ン接種

 予診票 ワクチン接種券

ワクチンの確保と
万全な供給体制で

“安心”を‼

中２の息子雄二郎。毎朝、時間割を見ながら教科書などをカバンに一
生懸命に詰め込んでいる。カバンが悲鳴を上げそうなほどだ。
「雄チャン、そんなにいっぱい学校に持っていかなきゃいけない

の？」と聞くと、「そうだよ」と、こともなげに答える雄二郎。
持ち上げてみても「うわ、重っ！」と思わず口に出るほどだ。試しに、

カバンの重量を計ってみると、何と 9.5kg を超える重さだ。
よくよく聞けば、数学が３冊、国語は辞典と漢字

ノートといった具合に、各教科にいくつもの教科
書、教材、資料があるとのこと。

身長 142cm、体重 45kg と小柄な雄二郎。重さ
約 10kg のカバンを背負いながら、毎日、中学校へ。
親としても息子に“同情”してしまう（親バカ⁉?）。

けれども、「雄ちゃん、徳川家康遺訓にあるよう
に、“人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごと
し”なのだよ」、負けるな、負けるな！

次女優菜（５歳）は、最近、何でも“やりたがり”なのです。
お兄ちゃんがスマホを使えば「優菜もスマホで電話する！」、お姉ちゃん

がダンスの練習をすれば「優菜もダンスやる！」、という具合です。
先日も、ママが夕飯の支度をしていると、優菜がトコトコと台所に。
その日のメニューは「麻婆豆腐」。
ママが手のひらの上で「豆腐」をスーッ、スーッと包丁でサイの目に切

るのを見て、「優菜もやるっ！」と。
さすがに、まだ５歳ですから、手のひらの上で包丁

は…。ということで、まな板の上に絹ごし豆腐をのせ
て、子供用の包丁を使い－。

頑張って絹ごし豆腐に包丁を入れる優菜。結果は、
お察しの通り。

“ぐちゃぐちゃの絹ごし豆腐”でも、「麻婆豆腐」です
から混ぜてしまえば同じ⁉? 

「優菜チャン、食べやすくて、とても美味しかったよ！」

急務‼領海を守る体制整備

ら つ 　わ ん

―中国海警船による侵入の常態化に危機感―

領海侵入 常態化
中国海警船による尖閣諸島沖での領海
侵入は、今年に入り、すでに13回（4/13
現在）を数えます。
当然ながら、尖閣諸島は、歴史的にも国
際法上も我が国固有の領土です。
海上保安庁は、日本漁船の周囲に巡視
船を配備し、日本漁船の安全を確保する
とともに、中国海警船に対し、領海からの
退去要求を実施しています。にもかかわら
ず、尖閣諸島周辺海域で、中国海警船は、
独自の立場を主張しながら領海侵入を繰
り返し、事態が常態化しているのです。

中国海警法の施行
中国海警法が本年２月１日に施行され、

これにより、中国海警局は防衛作戦等の
任務も遂行することとされ、“中国の第２
海軍” とみる向きもあります。しかも中国

海警局に与えられた権限は、その適用海
域や武器使用権限等にあって国際法に違
反するものなのです。
今後、中国が、我が国に対する圧力を一
層強め、事態をエスカレートさせてくるこ
とも予想されます。あらためて、極めて深
刻な問題であることを認識しなければな
りません。

急がれる体制整備
私たちは、我が国の主権を守り、国民の
生命・身体・財産及び我が国の領土・
領海・領空を守り抜くための体制整備を
急がなければならないのです。
海上保安庁の装備・人員の強化はも

ちろんのこと、「国際社会に対する我が国
の正当性についての発信力の強化」、「海
上保安庁、警察、自衛隊の連携強化」、「米

国や豪州、ASEAN各国や
欧州諸国との訓練の実
施」など、早急に取組まな
ければなりません。
海上保安庁を所管する
国土交通省。
その委員長として“危機
意識”を持ち臨んでまいり
ます。海上保安庁長官と意見交換

ワクチンに関する情報は4/14 時点でのものです。 ☎042-756-1500 FAX 042-753-7227
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4. 集団接種当日の流れ

5. ワクチン接種（2回目）の予約

3. 集団接種会場の場所

　・・・・・・・・・・・・・※ワクチンの供給状況に応じて小学校の体育
館を追加予定（週ごとのローテーション）。

※津久井地域は、津久井中央公民館（8月以降、
津久井生涯学習センター）と小学校体育館
（相模湖・藤野／土日／週ごとのローテー
ション）となっています。

※小学校の体育館は空調設備
　が無いため5、6月の実施。

ワクチン接種日（2回目）予約日【記入欄】

　月  　日　曜日 　　時　　分～ 会場：

個別接種について
相模原市内では200を超える医療機関が個別接種
を実施する予定（５月以降）ですので、集団接種に殺到
することのないようにお願いします。
現時点では、相模原市内の病院・診療所での個別
接種のスタート時期等について、正確な日付は発表さ
れていません（実施医療機関は市のホームページなど
でお知らせ予定）。
すでに政府は、５月中に約4300万回分のワクチンを
供給する予定としており、さらに、6月中に約4500万
回分のワクチンを確保できる見通しを明らかにしてい
ます。
全国3600万人の高齢者（65歳以上）の皆さんが1
人２回接種するのに必要なワクチンは確保されており、
現在、全国の自治体への配送を速やかに進めています。
しかし、各自治体とすれば「いつまでに、何人分のワクチンが手元に届くのか」といった正確な情報と確証がない
限り、個人接種について「いつから開始します」とは、なかなか住民に向けてお知らせできないのです。
地元の代議士として、ワクチンの確保と供給の見通しが確かなものとなるよう河野大臣と緊密な連携を図りつ
つ、国と地方自治体との意思疎通がスムーズとなるよう取組んでまいります。
結果的に、相模原市が病院や診療所に対するワクチン供給量の確保について十分に見通すことができるように
なれば、ワクチンの個別接種の開始が１日でも早くスタートできるのです。

ワクチン接種のポイント

集団接種は
週3日間 木・土・日曜日
午前9時30分～12時30分
午後2時00分～ 5時00分
となっています。
接種は公費負担となっていますの
で、無料です。

１回目の接種から３週間後に２回目の接種を受ける必要が
あります。１回目と同様の手順で２回目の予約をして下さい。
１回目の接種で受け取った「接種済証」には、どのワクチン
を接種したかなどの情報が記載されているので２回目の接
種に必要です。大事に保管して下さい！

２回目の接種は、
１回目の接種から
３週間後だな…。

相模原北メディカルセンター
緑区西橋本5-3-21（緑区合同庁舎内）
最寄駅 JR橋本駅（南口）

（独）国民生活センター
中央区弥栄3-1-1　最寄駅 JR淵野辺駅

橋本公民館（10月以降は、ソレイユさがみ）
緑区橋本 6-2-1（シティプラザはしもと 6階）

南保健福祉センター
南区相模大野6-22-1

イトーヨーカドー古淵店
南区古淵3-13-33

●緑区

●中央区

●南区

●新型コロナワクチン接種対象は、接種日に16歳以上となっている
方々です。

●無料で接種できます（公費負担）。
●ワクチン接種は、２回必要です（２回目は、１回目の接種から3週間後）
●ワクチン接種は強制ではありません。
●接種の時期より前に、相模原市から「ワクチン接種券」が届きます。

●ワクチン接種の予約は、電話予約もしくはネット予約で行います。
●接種場所は、集団接種と個別接種（病院・診療所）があり、ご自身で選
びます。
●高齢者施設入所者（4/12 開始）▶▶▶高齢者（75歳以上）の方々
　▶▶▶高齢者（65歳～74歳）の方々▶▶▶一般（16歳以上）の方々
　と順次、接種対象を拡大していく予定です。

弥栄小学校

➡

相生交番

JAXA
宇宙科学
研究所

独立行政法人
国民生活センター

バス停
弥栄 1丁目

淵野辺十字路
高根一丁目
国道16号

JR 横浜線

相模原北署
➡ 橋本駅▶

◀津久井方面

コーナン
橋本郵便局

相模原北メディカルセンター
（緑区役所内）

ラ・フロール国
道
16
号

橋本駅南入口

橋本駅

橋本公民館
シティ・プラザはしもと内（６階）➡
JR横浜線

ミウィ

小
田
急
小
田
原
線

➡

南保健福祉センター

南区役所 相模大野駅

相模原市文化会館
相模
女子大学 国

道
16号

南保健福祉
センター入口

島忠
ホームズ

イオン
相模原店

➡イトーヨーカドー
　古淵店

古淵駅
JR 横浜線

国道16号

（身近な病院・診療所でのワクチン接種）

議員の“なり手不足”解消へ議員立法
―地方議会が抱える課題 PT、政府へ提言もー

会場に着いたら、受付
で接種券を提示すれば
いいのね。

同時に、本人確認書類
（運転免許証、健康保険
証など）で本人確認が
行われるのね。

あとは、案内・　　　　
誘導に従って　　　　
待合室ね。

続いて、医師による「予診」

接種後、経過観察（15分以上）

そして、ワクチン接種

接種が終わってもすぐ
に帰宅できません‼

接種後、専用のスペー
スで 15 分以上、経過
観察を行います。

体調に変化が出た場
合、スタッフが対応し
てくれますので、  　　
安心して下さい。

予診では、健康状態や、
これまでにかかった病
気などを尋ねられ、ワク
チン接種が可能かどう
か医師が判断します。

くれぐれも「新型コロナ
ワクチン接種の予診票」
を忘れずに！

ワクチン接種には、１人
あたり１、２分程度かか
るのか。

“腕まくり”しやすい服装
が良いらしいな、ナルホド。

接種を終えたら、

日付などが記された　
「接種済証」が　　　　
渡されるのだな。

到着後、受付そして待合室

“なり手不足”、深刻化
人口減少、高齢化にともない地方議会議員の“なり
手”が不足する事態が生じています。とりわけ、地方の
規模の小さい市・町・村の議会にとっては喫緊の課
題です。以前、高知県大川村では、もはや議会を構成す
ることが困難になるとの懸念から、町村総会の設置を
模索する動きがあったほどです。

PTで徹底議論
“なり手不足”の問題にとどまらず、例えば「議会の
位置付け、権限の明確化」や「立候補環境の改善」、さ

らには「首長と議会のあり方」など、地方議会を取り巻
く課題は数多くあります。
変革のスピードが著しい社会にあって、議会の果た

すべき役割の重要度は増しているはずです。
そこで、自民党の“総務族”を中心に「地方議会に関
するPT（プロジェクトチーム）」を立ち上げ、あらゆる
角度からの議論を積み重ねてまいりました。

議員立法提出へ
今般、この PTが取りまとめた「令和時代にふさわし

い地方議会・議員のあり方についての提言」について、
1．地方制度調査会で議論を加速させるもの、2．議員
立法で対応するもの、3．地方議会自らが実施するも
の、に整理し、具体化に向け動き始めました。
そして、今国会において、“なり手不足”の解消に向
けた一方策でもある「請負禁止の範囲の明確化、緩
和」について、地方自治法の改正を議員立法として提
出することに。
“民主主義の学校” とも言われる地方自治の進展の
一助となることを期待して下さい。武田総務大臣に提言

・・・・・・・・・

▼①谷折り
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