
都民ファーストの会東京都議団 東京都議会議員（西東京市選出）

桐山ひとみ
• 都民ファーストの会東京都議団 幹事長代行
• 都議会厚生委員会副委員長　• オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会委員
• 西東京市議会議員5期（合併特例で6期）　• 元テレビ体操アシスタント
• 東京女子体育大学体育学部卒業

都議会通信vol.7

皆様のご意見をお聞かせください。

2021年4月発行

発行元： 都民ファーストの会 東京都議団　桐山ひとみ　〒202-0012 東京都西東京市東町2-16-25-203   
tel 070-4480-4498　fax 042-438-6233　e-mail kiri@kiriyamahitomi.tokyo

※写真はイメージです。

西東京市役所、エコプラザ、新ひばりが丘中学校で集団接種
西東京市でコロナワクチンの接種が始まります。

政府から確定した情報などが届きにくい状況ですが、
基本的な事項についてお知らせします。
※情報ソース 厚生労働省HP、首相官邸HP、東京都HP

自宅で予診票を記入し、接種会場へ。

インターネットの専用サイトまたは電話で予約します。

西東京市から接種券・予診票が届きます。

接種券・予診票・マスク・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）

〉●西東京市新型コロナ　ワクチンコールセンター

当面の間（月）～（土）午前8時30分～午後7時
※（祝）•（休）を除く

(視聴覚に障害のある方）
西東京市新型コロナ
ワクチン掲示板
新型コロナワクチンに関する
情報をお知らせしています。

※医療従事者については、東京都が主導して3月中旬から実施
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市から連絡が来るの？
市より、ワクチン接種の案内と接種券などが同封されて
届きます。65才以上の方には4月下旬に発送予定です。

どこで接種できるの？

予約はどうするの？ 接種は無料ですか？
電話予約かweb予約があります。
接種券の番号が必要です。

コロナワクチン接種は外国人も含めて全ての住民が無料
です。

ワクチン接種は強制ですか？ 住民票がない場合は？
決して強制ではありません。ワクチンの効果とリスクを
理解して、自分の判断で接種します。政府は接種を推奨
しています。

基本は住民票のある自治体での接種です。ただし、単身
赴任や学生ほか住民票の無い場合でもワクチンが受けら
れます。
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インフルエンザなど同時に接種をできますか？ ワクチン製薬会社は選べる？
同時接種はできません。
少なくとも２週間の間隔をあけてください。

基本的に選べません。
接種会場で用意されたワクチンを接種します。

 西東京市は、市内の診療所やクリニック、集団接種会場
（市内数か所）を設置する予定です。
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子どもは接種できますか？ 妊婦や母乳への影響は？
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社会のための接種とは？ 接種できない方はいますか？
多くの方がワクチン接種することで、重症者や死亡者を
減らし、医療機関の負担が減ります。

発熱、重い急性疾患、アナフィラキシーなど重度の過敏
症の既往歴の方などは、かかりつけ医への相談が推奨さ
れています。

16才以上が対象です。
科学的知見の積み重ねにより、将来的には対象年齢が拡
がる可能性もあります。

接種できますが日本産婦人科感染症学会、産婦人科学会
は「基礎疾患を持つ方は少し慎重に」医師との相談を推
奨しています。
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基礎疾患のある人は？ アレルギー体質の人は？
基礎疾患がある方は、接種する場合、診断書は不要です。
予診票に自己申告で記載してください。

米国では、重いアレルギーの人の接種も可能です。
過去にアナフィラキシーなどの経験のある方は、医師と、
の相談を推奨しています。
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認知症のある人は？ 既にコロナ感染した人は？
ワクチン接種できますが、治療後から一定期間をおく必
要があるので、主治医と相談してください。

基本は本人の意思確認で難しい場合は、ご家族などの
協力で本人の意思確認を進めます。
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どんな効果があるの？ コロナ変異株への効果は？
2回の接種により95％の人に発症防止効果があります。
※インフルエンザの場合は、40～60％です。　

一般論として、小さな変異でワクチン効果がなくなると
言えませんが、今後の推移や国の対応を確認をしていき
ます。
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効果期間はどのくらい？ 副反応が怖いのですが？
どんなワクチンでも副反応の可能性があります。
コロナワクチンの場合は、接種部の痛み・発熱・倦怠感
が確認されています。

ワクチンの効果持続期間は明らかになっていません。
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副反応での健康被害が起きた場合はどうなるのか？ アナフィラキシーとは？
ワクチンによる健康被害に対しては、国の救済制度が
あります。厚生労働大臣の認定が必要です。

接種後15～30分に発症する場合があり、米国では20万人
に1人程度の発症報告があります。医療従事者が現場で
適切に対応します。
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接種後に発熱したら？ 接種後もマスクは必要？
発熱は接種後数日で起こることが多い。
心配な方は、医療機関などでの受診や相談となります。

ワクチン接種後も、マスクはもちろん、「３密回避」、石鹸
手洗いなどをお願いします。
まだまだ正体不明の感染症なのです。

Q 新型コロナワクチン接種について基本的な質問 Q 医師への相談などが必要 Q 効果や副反応などについて ※情報ソース 厚生労働省HP、首相官邸HP、東京都HP

１回目と２回目も同じワクチンを受けることになります。

コロナワクチン接種Q&A

、

①高齢者施設（特別養護老人ホーム）入居者

4/16 ～ 接種券発送　4/19 ～ 順次接種開始

4/19 ～ 接種券発送

②高齢者（65歳以上）

5月中旬～ 順次接種開始見込み（当初は集団接種会場のみ開始予定）

③その他一般の方

（4/1現在）

●東京都発熱相談センター
（24時間、土日祝日を含む毎日）
1.発熱等の症状がある方
　☎03-5320-4592
2.COCOAの接触通知を受けた方
　通知を受けた方へ、アプリ内でお知らせします。

●新型コロナコールセンター
新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口です。
（9時から22時まで、土・日・祝日を含む毎日）
感染の予防に関する事や、心配な症状が出た時の対応など。
☎0570-550571
（対応言語）日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、
 ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語

※現時点では流動的

新型コロナウイルス感染症に
かかる相談窓口について

西東京市の
相談窓口は ☎03-5369-3904

042-439-6171FAX

（通話料有料）

●新型コロナワクチン
　接種に関するHP



おしゃべりカフェ開催中！
日時：毎月１日の17時～19時
場所：都民ファーストの会
 東京都議団 桐山ひとみ事務所
 西東京市東町2-16-25-203

都政相談・意見交換会を目的に「おしゃべりカフェ」を開催しております。
どなたでも参加出来ますので、お気軽にお立ち寄りください。
ご都合に併せて開催時間内にご自由にお越し下さい。
皆で語り合いましょう！

新型コロナウイルスの
最新情報はこちらから
（2021年3月00日までの状況）

首相官邸のHP
ワクチン接種に関する情報
https://www.kantei.go.jp/jp/
headline/kansensho/vaccine.html

東京都のHP
コロナ感染症 新着情報（報道発表）
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/

都と国の支援情報のHP
コロナ感染症 支援情報ナビ
https://covid19.supportnavi.
metro.tokyo.lg.jp/

厚生労働省のHP
コロナワクチンのQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00222.html#003

（知事答弁）しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛
等によりまして、都民の皆様の体を動かす機会が減少し、健康の維持に影響が及ぶ
ことも危惧をいたしております。
　こうした状況下でも、都民の皆さんがみずから健康づくりに取り組めますよう
都は区市町村が作成したウオーキングマップの紹介などを行うポータルサイトで
みずからの体調をチェックした上で、周囲の人と十分な距離をあけるなど、ウオー
キングの際の感染予防対策をお示しいたしております。
　来月には、このサイトの情報やウオーキングの効果などを紹介する動画を作成
しまして、駅や街頭、東京動画などさまざまな場で展開をいたしてまいります。
　コロナ禍におきましても、必要な感染症対策を講じた上で、身近な地域で適度な運動を楽しんでいた
だくよう、お話にありましたEIM、エクササイズ・イズ・メディシン、すなわち運動は薬という考え方を
発信してまいります。

「東京都こども基本条例」（議員提案）が委員会修正をへて全会一致で可決•制定！！
　子どもの基本的人権を国際的に保障する「子どもの権利条約」が国連で採択されて32年、日本が批准
して27年、18歳未満の児童（子ども）を、権利をもつ主体と位置づけ、おと
なと同様に、ひとりの人間として人権を認めるとともに、成長の過程で特
別な保護や配慮を必要とする、子どもならではの権利も定めています。
　日本の各自治体レベルでも、「子どもの権利条約」の考え方を取り入れ
る動きが出始め、子どもの権利を尊重しようという意識が生まれてきてい
ます。
 今回、東京都が条例を制定したことにより、子どもの権利条約の精神にのっとり、こどもの権利が明文
化されました。子どものすこやかな成長を支援するため、子どもの虐待、体罰、いじめ、差別等の権利侵
害、その他の不利益を受けた場合において、子どもの救済を図る事ができるよう体制整備することなど
が都の責務として盛り込まれています。
　東京都こども基本条例の成立を受け、4月9日、子供・子育て施策
推進本部に「施策推進連携部会」が設置され、東京都における、子

ども政策に関する体制が強化されます。
 　西東京市では、「子ども条例」がすでに制定さ

れており、条例に関する副読本やパンフレット
など普及活動も積極的に実施されており、住吉
町ルピナス２階に開設している「子ども相談室
ほっとルーム（子どもの相談・救済機関）」では、子どもの権利擁護委員が常駐、 子ど
もが直接相談しやすい体制を整備しています。

 コロナ禍において都民の運動不足が深刻に！
「フレイル」に対する予防事業の必要性と支援について（令和3年第1回定例会一般質問より）
（桐山）私は、議員生活22年の間、健康づくりと予防対策は自治体の責務である
と申し上げ、提案し続けています。
　予防対策では、検診事業への受診率の向上や生活習慣病、フレイルや認知症対
策など、運動、栄養、休養といったバランスの良い生活習慣の必要性や健康に対す
る動機的支援など、住民の健康意識を高め、参加しやすいきっかけや環境を整え
る事が重要だと訴えてきました。まさにヘルスプロモーションの考え方です。
　しかし、コロナ禍においても断続的に各区市町村のイベントや健康・スポーツ
事業は軒並みストップしている現状があり、特に高齢者や障害をお持ちの方々の
運動不足は深刻な問題です。
　わが会派は一昨日の代表質問で、介護予防・フレイル予防活動支援について質疑を行い、令和3年度は
オンラインツールを活用した支援等対面・非対面双方にて感染対策を講じ、「活動する市区町村に対して
支援が行われる」との答弁をいただきました。
　今後、感染予防対策を徹底することを前提に創意工夫し、EIM・運動は薬という考え方に基づいた対策
が出来るように都は積極的に後押しすべきと考えます。
　新型コロナウィルス感染症の影響により、都民の運動不足が懸念されることからその解消に向けた取
組が重要であり知事の強いメッセージが必要だと考えます。知事の見解を伺います。
（知事答弁）桐山ひとみ議員の一般質問にお答えいたします。コロナ禍での運動不足解消に向けた支援
についてでございます。私は、誰もがいつまでも自分らしく健康で生き生きと過ごせる東京の実現を目
指しまして、都民一人一人に運動習慣の定着を呼びかけてまいりました。

①議員報酬を議員1人当たり20％削減 約 億円17.7
約 億円2.3
約 億円6

②費用弁償の廃止

③政務活動費を議員1人当たり月10万円削減

④庁有車を20台から7台に削減 約 万円/年6,800減
削

国の責任を追及！ワクチンの遅れは国の調達に問題！【新型コロナ対策】

【議会改革】議員報酬の20％カットを継続

これまで実現してきた主な新型コロナ対策

これまで実現してきた主な議会・行財政改革

国や全国の自治体に
先駆けて実施

都立広尾病院等で重点的に
受け入れ

一連の改革による27億円超の削減効果の内訳

国の家賃支援に都独自の
3か月分の上乗せ給付

新型コロナ対応分として
制度融資目標額4兆円を確保

政務活
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議会活力度
ランキング

終期設定前(28年度)と
比較して...

財源
確保額 約3.7倍

47都道府県中

全国ワースト3位から
急上昇！！ 

※日経グローカル「議会活力度ランキング」

45 位

8位

財源確保額の状況

とくに高齢者や障がい者支援
施設等を対象としたPCR検査

慰労金の支給や特殊勤務
手当、宿泊先確保支援等

後遺症の知見を蓄積して治療に生かす

これまで都民ファーストの会東京都議団は、古い都議会を新しくすべく、議
会改革に率先して取り組んできました。
今定例会においても、議員報酬の削減に関する条例が再度可決され、一連の
改革により任期4年間で総額27億円超の削減効果が出ています。

現在、国から東京都に割り当てられているワクチンの供
給量は、都内医療従事者の6分の1の約10万人分に過ぎ
ません。また、4月12日の週から開始する高齢者向けの
配分量も約2.1万人分であり、これは都内の高齢者人口
の1％にも満たない量です。
ワクチンの確保は本来国の責務であり、都民ファースト
の会東京都議団は、国に対してワクチンの早急な確保を
強く求めてきました。
並行して、東京都医学研究所において、都は独自にワク
チンの開発を進めており、ウイルスに対して一定の効果
が確認出来ました。今後、共同で研究を進めている製薬
企業において臨床試験を開始する予定です。
希望する都民の皆さまが安心かつ迅速にワクチン接種を
受けられる体制の整備に向けて、私たちも全力を尽くし
ます。

常任委員会の
インターネット
中継

議員報酬の
20％削減を
4年間継続

不要な
公用車を
大幅に削減

政務活動費の
インターネット
公開

一連の改革により、
平成30年から
令和3年までの
4年間の事業評価で
約3,900億円の新規財源確保

女性議員比率
全国1位

感染拡大防止協力金 家賃支援給付金 中小企業資金繰り支援

都立病院のコロナ
対応病床の強化

検査体制の強化

医療従事者への支援 後遺症に関する相談
窓口を都立病院や
公社病院に開設

町会や自治会に対して
「地域の底力発展事業」を
活用した感染防止対策
メニューの提供

都民ファーストの会東京都議団の取り組み実績をご紹介します

小池都知事答弁

定例会での質疑

子どもの権利条約４つの柱
1. 子どもの生きる権利
2. 子どもの育つ権利
3. 子どもの守られる権利
4. 子どもの参加する権利

「子どもの権利条約」の一般原則:
1.生命、生存及び発達に対する権利
（命を守られ成長できること）
2.子どもの最善の利益
（子どもにとって最もよいこと）
3.子どもの意見の尊重
（意見を表明し参加できること）
4.差別の禁止
（差別のないこと）


