
品川区議会 厚生委員会
議会報告会2022

テーマ

『新型コロナウイルス

感染症について』



『議会報告会にご参加の皆様へ』

１．報告会での質問と回答についてのルール

①質問は、本日の報告会での内容に限らせていただきます。
②質問の内容によって、後日ホームページ等で回答させていただきます。

２．会場内でのお願い

①主催者側で記録用の写真撮影、ビデオ撮影を行います。撮影に不認可の方は、表示のある席にお掛け
くださいますようお願いします。
②携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定し、会場内での通話はご遠慮ください。
③ご気分が悪くなられた方は、ご遠慮なくお近くの議員にお声がけください。

３．アンケート用紙について

アンケートにご協力をお願いします。
終了後、ご提出いただくか、ＱＲコードからＷｅｂ上で回答してください。

４．緊急時の避難について

地震等の避難の際は、議員が誘導しますので、落ち着いて行動してください。

お願いします！



本日のプログラム（予定）

開会あいさつ

運営にあたっての諸注意

本日の予定

委員長あいさつ

委員紹介

厚生委員会の仕事

厚生委員会 報告

～休憩（10分程度）～

グループワーク（意見交換・発表）

事務連絡

終了（予定）

《本日の予定》



厚生委員会のメンバー紹介
委員長 副委員長

鈴木ひろ子(共産)鈴木博(自・無)

高橋しんじ(無所属)

石田秀男(自民) 若林ひろき(公明)

せお麻里(自・無) 石田ちひろ(共産) 木村けんご(しな無)



厚生委員会とは
• ■区議会で扱う問題

• ・幅広く、内容が複雑化しているため、

• ・全ての議題をいくつかの部門に分けています

• ・専門的に審査、調査するための委員会を設置しています

• ■区議会の委員会

• ・５委員会を設置 「総務委員会 ／ 区民委員会 ／ 厚生委員会 ／ 建設委員会 ／ 文教委員
会」

• ・各員会に８名の区議会議員が所属（合計４０名）

■厚生委員会の仕事

福祉部

高齢者福祉課
障害者福祉課
生活福祉課

保健所

生活衛生課
保健予防課
保健センター

健康推進部

健康課
国民医療年金課



🌸各委員からの報告🌸



品川区のコロナ感染症の現状と推移

石田秀男(自民)



品川区における新型コロナウイルス感染症患者数等について
[令和 4 年 3 月 20 日時点] 

(1) 届出月別、感染源判明別感染者数、及び 累計感染者数※2) ※3)（2020 年 2 月～2022 年 3 月）



(２) 年齢別・男女別 感染者数



(３)療養状態の推移



区有施設での感染状況と対応
(高齢者施設・保育園・幼稚園・学校)

木村けんご(しな無)



①高齢者施設
区内施設数➡区立は14カ所、民間171カ所

②区内小学校・中学校
区立学校➡小学校31校、中学校9校、義務教育学校6校、計46校

★令和４年の3月24日現在、計3116人の感染者

③保育園、幼稚園
認可保育園➡区立46園、私立98園
幼稚園➡区立９園、私立18園

★2月には私立、区立合わせ813名の感染者



PCR検査について

石田ちひろ(共産)



【PCR検査について】

まず、熱などの症状が出たら発熱外来へかかり、PCR検査が必要との診断が
出たら検査をする。
その病院がPCR検査を実施していなければ、PCR検査センターへ。
※ＰCR検査を実施している医療機関は、区HPに掲載

1 .PCR検査センター

・医師会の協力により、令和2年５月に区庁舎1階駐車場に開設。
令和４年２月１日より、同じ場所で検査再開。

・今年2月から現在までの検査数は413人。

・必要に応じ、クラスター発生施設への出張検査の体制も継続している。
検査数には出張検査数も含まれている。



２．東京都による検査
●社会的検査
目的：施設利用者への感染を未然に防ぎ、重症化を避ける。感染者または
感染疑いのある人に接触した可能性が高い人に対して、早期に対応す
る。施設内でのクラスターを抑止する。

（１）介護事業所等に従事する職員への定期検査
・入所施設で働く職員への週一回の定期検査を実施している。
・今年２月から在宅支援（デイサービスや訪問介護・看護、ケアマネなど）の職員にも、週一回
の定期検査を開始した（抗原検査）。
※第6波での高齢者施設や事業所でのクラスター発生数：入所施設で１１か所、通所施設で４か
所。また、一時的に閉鎖した通所施設が５か所。

（２）障害者施設に従事する職員への定期検査
・入所施設やグループホームの職員に月1回のPCR検査を実施。

（３）小中学校と保育園の職員への定期検査
・小中学校に東京都の定期検査はあることを伝えているが、申請は少ない。小学校で1校、中学
校で1校。
・保育園職員への定期検査を実施している。区立保育園では全園が実施。私立保育園へは現在働
きかけている。



ワクチン接種について

せお麻里(自・無)



１．接種会場

（1）集団接種会場（R３年11月下旬から順次）
接種を希望する区民や、新たに12歳になった区民の接種は、以下５施設で対応している
（いすゞ病院は16歳以上のみ）

★品川区医師会館
★大村病院
★いすゞ病院
★旗の台病院
★大井中央病院

（2）個別接種会場
12歳以上16歳未満の小児、および集団接種会場での接種が困難な方（難病や障害者の方
など）を対象に接種を再開した（R３年８月下旬から順次）

新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種
(１・２回目)



２．年代別ワクチン接種人数、接種率（令和4年3月21日時点）

年代 1回目 2回目 対象(3/1現在)
10代(12-19歳) 15,624人 75.9％ 15,423人 74.9％ 20,598人
20代 39,694人 79.7％ 39,532人 79.4％ 49,775人
30代 57,490人 85.1％ 57,341人 84.9％ 67,535人
40代 59,222人 86.4％ 59,221人 86.4％ 68,541人
50代 49,507人 87.8％ 49,539人 87.9％ 56,377人
60代(60-64歳) 16,986人 89.9％ 17,006人 90.0％ 18,897人
高齢者(65歳以上) 76,576人 93.5％ 76,488人 93.4％ 81,859人
区全体(12歳以上) 315,099人 86.7％ 314,550人 86.5％ 363,582人

３．小児（5歳以上11歳以下）への接種
（1）実施場所

① 区内個別医療機関 30ヵ所程度
➡各医療機関の予約方法により予約する。区予約システムを利用する医療機関もある。

② 区内集団接種会場 2ヵ所（品川、荏原保健センター）
➡ＷＥＢまたはコールセンターで、区予約システムにより予約する。

（2）ファイザー社の小児用ワクチンを使用

（3）保護者の同伴を必須



新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種(３回目)

１．対象者
２回目接種完了から原則６か月以上経過した18歳以上の者に対して追加接種の機会を提供する。

２．会場
（１）集団接種会場

種別 施設名 所在地 ワクチン 接種開始日

区内
医療機関

① 品川区医師会館 北品川3-7-25

ファイザー R4/2/14～

② 荏原医師会館 中延2-6-5

③ 大村病院 大井3-27-11

④ いすゞ病院 南大井6-21-10

⑤ 旗の台病院 旗の台5-17-16

⑥ 大井中央病院 大井4-11-27

⑦ 大崎病院東京ハートセンター 北品川5-4-12

区設置の会場

⑧ 旧荏原第四中学校 豊町3-5-31

モデルナ
R4/1/21～

⑨ 大井競馬場 勝島2-1-2

⑩ リサイクルショップ「りぼん」跡 旗の台5-13-9 R4/4/21～

（２）個別接種会場
区内診療所 約150か所（ワクチンはファイザー社製）



３．年代別ワクチン接種人数、接種率（令和4年3月21日時点）

年代 接種人数・接種率 対象(3/1現在) 年代 接種人数・接種率 対象(3/1現在)

10代(18-19歳) 927人 19.1% 4,859人 50代 27,593人 48.9% 56,377人

20代 10,892人 21.9% 49,775人 60代(60-64歳) 12,126人 64.2% 18,897人

30代 18,111人 26.8% 67,535人 高齢者(65歳以上) 64,639人 79.0% 81,859人

40代 24,552人 35.8% 68,541人 区全体(12歳以上) 158,840人 45.7% 347,843人

４．予約なし接種について
R4/3/10～実施している。3/17～はすべての接種日にて実施する。

５．12歳から17歳以下の３回目接種
4/23～開始する。



保健所について

高橋しんじ(無所属)



《品川区保健所》
◎保健予防課 ◇感染症対策係

◇新型コロナウイルス予防接種担当

◇その他

◎生活衛生課

◎品川保健センター

◎大井保健センター

◎荏原保健センター

・感染症対策の計画および調整に
関すること

・感染症の発生動向に関すること

・感染症患者の医療費等に関すること
・感染症の検査体制等の整備に関すると

・感染症診査協議会に関すること。
・新型コロナウイルス感染症

のまん延防止にかかる

ワクチン接種体制の整備に

関すること。



《職員の体制》
◇区役所 他部署からの応援 ・保健師 （拡大初期～）

・健康推進部 毎日 12名 （第６波時 最大時）
・他の部署 毎日112名 (第６波時 最大時）

毎日 10名 （現在）
◇外部人材の活用

昨年3月～ ・人材派遣 保健師や看護師 （⇒保健予防課へ）
12～17名 電話相談 疫学調査 健康観察業務等

《時間外勤務の状況》
令和３年2月～４年２月 保健所職員 137名

月100時間以上の超過勤務(＝残業）
保健予防課の12名・・・延べ48ヶ月、月100時間超
超過勤務の最大 ・・・月251時間という例も（事務職）

☆令和４年度 ・保健所 職員定数 増加
・人材派遣 医療職・事務職 派遣継続
・年度当初は、他部署からの応援継続



コロナ感染症拡大に伴う生活困窮者への支援

鈴木ひろ子(共産)



新型コロナの影響で、

収入が減少し生活に困窮する方への支援について

①緊急小口資金・総合支援資金（2月末）

＊コロナの影響による休業や失業によって生活困窮となった方に対する貸し
付け。償還時、住民税非課税世帯の償還を免除。

 利用者 貸付金額 

緊急小口資金 6140件 12億 2276万円 

総合支援資金（初回貸付） 4996件 25億 533万円 

      （延長分）  2484件 12億 6713万円 

      （再貸付）  3135件 15億 9106万円 

 



②生活困窮者自立支援金

＊緊急小口資金等の特例貸付を利用できない一定の世帯に自立支援金を支給。

 利用者 貸付金額 

生活困窮者自立支援金（通常分） 561件 9958万円 

          （再支給） 179件 1124万円 

 

③住居確保給付金（家賃）（1月末）

＊コロナの影響による休業や失業によって住居を失う恐れのある方に対して、
住居確保給付金を支給。

 利用者 貸付金額 

住居確保給付金（家賃） 987件 3億 9626万円 

 



➃臨時特別給付金（住民税非課税世帯等が対象）

対象者：
（ア）住民税非課税世帯（基準日2021年12月10日）

（イ）家計急変世帯（コロナ感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税
非課税世帯と同様の状況の世帯）

給付額：対象1世帯に対して10万円

 対象者見込み数 

（ア）住民税非課税世帯 約 4万 2000世帯 

（イ）家計急変世帯 約 4000世帯 

 



コロナ感染症の品川区の広報

若林ひろき(公明)

画面が
切り替わり
ます！



品川区議会 厚生委員会
議会報告会2022

アンケートに

ご協力ください

ご参加
ありがとうございました！


