
令和3年6月戸田市議会定例会前の記者会見
5月28日（金）午前11時00分～

提出案件 合計19件
・報告案件 9件 ・先議案件 1件
・条例案件 5件 ・一般案件 3件
・予算案件 1件

日 時

〇戸田市コロナワクチンあんしんプロジェクト
〇新型コロナに対する生活支援・経済対策事業

コロナ関連

提出案件
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市政情報 〇「未来の君へ想いをつなぐメッセージ」事業



戸田市コロナワクチンあんしんプロジェクト

「高齢者ワクチン接種声掛けキャンペーン」の展開
ケアマネージャー等が高齢者宅へ訪問する際等に、ワクチン接種について声掛

け活動を実施（地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、民生委員、町会・

自治会、包括連携企業等） ○接種意思確認、予約方法・問合せ先の案内等

戸田市では、ワクチン接種の推進を最重要課題と位置づけ、全庁をあげて取り組んでいます。
特に重症化のリスクが高い高齢者への迅速円滑なワクチン接種に重点的に取り組むこととし、接

種を希望する方を誰ひとり取り残さずに接種できるようにするため、「戸田市コロナワクチンあん
しんプロジェクト」を推進。市民の皆さまへ「安心」をいち早くお届けします。

①高齢者にやさしく ②誰にでもわかりやすく

③効率的で確実な体制づくり

全所属に「感染防止対策・ワクチン接種推進員」配置
所属内の感染防止対策の徹底を図るとともに、ワクチンに関する最新情報

を全職員に周知徹底し、市民に対し積極的に案内する。

「ワクチンメーター」による接種進捗の見える化
接種人数や接種率など、接種の進捗状況をHPや庁内掲示で分かりやすく表示。

「ワクチン接種案内動画」の作成
予約の取り方、接種の流れなどの動画を作成。

集団接種を担う医師看護師登録制度
集団接種に必要な人材確保のため、医師・看護師の登録制度を実施。

ワクチン廃棄防止運動「もったいないバンク」
接種券をお持ちの市民があらかじめ「もったいないバンク」に登録。

ワクチンが余った際に、バンク登録者を医療機関にマッチングし廃棄防止。

外国人を対象とした相談窓口の設置
ワクチン接種に関する外国人専用の相談窓口、HP等での外国語案内。

町会会館、市役所等に「予約おたすけ窓口」を開設
予約に不安がある高齢者を対象に、市の職員が予約をサポートする「予約お

助け窓口」を特定日に町会会館に開設するとともに、市役所や各公共施設にも

「予約おたすけ窓口」を常設する。



戸田市「高齢者ワクチン接種 予約おたすけ窓口」

〇市内公共施設１６か所
開設日：５月18日（火）～
設置場所：各福祉センター、
(※)上戸田地域交流センター等
受付時間：原則、各施設開所時間
(※) 同施設のみ：平日、９時～17時15分

予約日時は６月〇日
午前△時です

当日は接種券、
予診票、身分証明書を

お持ちください

予約の仕方がわからない
ので、手伝ってください

それでは集団接種会場
はいかがでしょうか？

かかりつけ医がいないん
ですが、どこで受けたら

よいですか？

ネットが苦手で・・

高齢者の予約をサポートするため、市役所と各公共施設に「予約おたすけ窓口」を常設します
６月には市内全ての町会会館で出張「予約おたすけ窓口」を開設し、市職員が予約支援を行います

〇町会会館４３か所（各町会２日限定）
・笹目地区（１０か所）
・下戸田地区（７か所）
・美女木地区（９か所）
・上戸田地区※後谷除く（９か所）
・新曽地区※上戸田地区の後谷含む

（８か所）
受付時間：9時～16時（開所日のみ）

６月７日・14日（月）
６月８日・15日（火）
６月９日・16日（水）
６月10日・17日（木）
６月11日・18日（金）

開設日：５月18日（火）～
設置場所：本庁舎１階
受付時間：平日のみ

8時30分～17時15分

〇戸田市役所
（１）「予約おたすけ窓口」 （２）出張「予約おたすけ窓口」



戸田市「高齢者ワクチン接種 声かけキャンペーン」の実施

新型コロナウイルスワクチン接種を希望する高齢者を誰ひとり取り残すことなく接種いただくために、
あらゆる機会をとらえて民間企業、福祉系団体、地縁組織が一丸となって声かけ活動を行います。

身近な方に接種対象
者はいますか？

接種は希望
されますか？

予約方法は分か
りますか？

接種の仕方が分かっ
て安心だわ

よくわからなくて困っ
ていたの

窓口で 訪問で

あらゆる暮らしの場面で

私も声かけしてみよ
うかしら

接種予約はされ
ましたか？

早めに予約してみよ
うかしら集会で お店で



福祉団体事業所等36団体

【保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 住友生命保険相互会社 第一生命保険株式会社浦和支社 三井住友海上火災保険株式会社 明治安田生命保険相互会社

戸田市町会連合会
（47町会・自治会）

声かけキャンペーン 参加団体一覧 全123団体

地縁組織

参加団体は、
ホームページで

随時募集中!!

民間企業等40団体

地域包括支援センター4か所社会福祉法人戸田市社会福祉協議会戸田市シルバー人材センター
あいケアサポート戸田介護ステーションぱる戸田居宅介護支援事業所上戸田居宅介護支援事業所なないろ戸田
居宅介護支援事業所もと居宅介護支援センター四季/フォーシーズン居宅介護支援事業所ソラスト戸田
戸田市中央居宅介護支援センター はなほし居宅介護支援事業所にりん草 ふくじゅ草
戸田市民生委員・児童委員協議会 戸田ケアコミュニティそよ風居宅介護支援センターみささ
居宅介護支援事業所絆ケアサポートセンターもみじ SOMPOケア戸田公園居宅介護支援
居宅介護支援事業所ふれあい広場戸田ハロー薬局戸田 居宅介護支援事業所ほほえみ戸田店
老人介護支援センターコスモス苑 居宅介護支援事業所そめや健やか人生福はうち
居宅介護支援事業所スマイル戸田 ハートケアサービスゑナジーケアプランニング居宅介護支援
SOMPOケア北戸田居宅介護支援 居宅介護支援事業所とだ優和の杜 他２団体

【小売・サービス・業界団体等】
イオンモール北戸田 ロイヤルホームセンター戸田公園 コメリハード＆グリーン戸田氷川店 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団
公益財団法人戸田市水と緑の公社 美笹公民館サークル連絡協議会 下戸田公民館サークル連絡協議会 戸田市建設業協会 戸田市国際交流協会 戸田市商工会
戸田市商店会連合会 新曽公民館サークル連絡協議会 他２団体

【金融機関】
青木信用金庫戸田支店 株式会社群馬銀行戸田支店 株式会社埼玉りそな銀行戸田支店 株式会社武蔵野銀行戸田支店・戸田西支店 川口信用金庫戸田支店・
戸田北支店 城北信用金庫戸田支店・東戸田支店 瀧野川信用金庫戸田支店 東京信用金庫戸田支店 日本郵便株式会社市内9局 他1団体

R3.5.21現在



「戸田市ワクチンメーター」による接種進捗の見える化



新型コロナ関連施策

変異種による感染の急拡大やまん延防止等重点措置に伴い、市民生活への影響が深刻度を増していることから、コロナワクチンあんしんプロジェクトと併せた生活
支援・経済対策事業を講じることで、市民を誰ひとり取り残さない施策を展開する。

〇デジタル化支援事業（既存予算対応）
新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた経営課題について、

デジタル化（電子商取引の導入、テレワークの環境整備等）を実施
して対策を講ずる事業者を支援

補助上限額：50万円（補助率2/3）

〇キャッシュレス決済ポイント還元事業（既存予算対応）
キャッシュレス決済を利用した際のポイント還元を実施することにより、市内消費の活性化による事業者支援、キャッシュレス決済の普及、市民の

生活支援を同時に推進

〇キャッシュレス決済ポイント還元事業に伴う地域共通商品券の配布（6月補正）
キャッシュレス決済の利用率の低い70歳以上の高齢者を対象に、地域共通商品券を配布することにより、キャッシュレス決済ポイント還元事業と

併せて市内消費の活性化による事業者支援及び市民の生活支援を図る

〇戸田市新型コロナウイルス対策市民活動支援補助金【第３弾】（6月補正）
新型コロナウイルス感染症対策に係る社会貢献事業を地域において行う市民活動団体に対し、補助金を交付

補助率：100％（補助上限額：10万円）

〇展示会等出展支援事業（既存予算対応）
現行の補助規定を緩和し、市内企業のビジネスマッチングの機会

を増やすことにより、販路拡大を支援

〇オンライン学習通信費支給事業（６月補正）
就学援助の支給対象者のうち、小学３年生から中学３年生までの児童

・生徒の保護者に対し、「オンライン学習通信費」を新たに支給

〇生理用品提供事業【第２弾】（予算なし）
生理用品の購入が困難な方を支援するため、新たに児童・生徒用として

市内小中学校に生理用品を無償提供するとともに、市内福祉センターの配
布箇所を増設

〇生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）（6月補正）
離職等により経済的に困窮し、住居を失う恐れのある方などを対象に

住居確保給付金を支給し、住居の確保等を支援

（既存予算における対応も含む）
総事業費 約２億円

市民に対する生活支援 企業等に対する経済対策



新型コロナウイルス感染症対策における児童生徒の学びの保障を目的と
して、経済的な理由で就学困難な家庭に援助を行っている就学援助の支
給対象者(準要保護者)に対し「オンライン学習通信費」を新たに支給する。

① 支給額：月額1,000円(文部科学省が定める額)
② 支給対象者：小学３年～中学3年 1,267人
③ 必要総額： 1,267人×9ヶ月分(7月～3月)＝11,403千円

〇 GIGAスクール構想による児童生徒1人1台のタブレット端末を活用した、主
体的・対話的で深い学びにつながる授業づくりや誰一人取り残すことのない個
別最適な学びの実現に向けた取組み

〇 新型コロナウィルス感染症の発生等による学校の臨時休校等の緊急時おい
ても、ICTの活用により、児童生徒の学びを保障できる環境の実現に向けた
取組み

⇒ この実現には、家庭に「インターネット通信環境整備」が前提となり、新たに保
護者の負担となる通信費等を考慮する必要がある。

戸田市における教育の情報化の現状

① 児童生徒が自立的に学ぶ力を育成する。

② 再度臨時休校となるような事態が発生しても、
経済的な事情によらず、児童生徒が家庭におい
て学習を継続できる環境を整備する。

目 標

対応策・事業内容

オンライン学習通信費支給（就学援助費） 予算額11,403千円
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一般会計(第３号補正)
令和３年度６月補正予算(案)

：155,800千円

：155,800千円

一 般 会計(第４号補正)
【歳入】①住居確保給付金に係る生活困窮者自立支援事業国庫負担金

②財政調整基金繰入金

【歳出】①新型コロナウイルス対策市民活動支援補助金
②住居確保給付金支給業務
③新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る体制確保事業
④ｷｬｯｼｭﾚｽ決済ﾎﾟｲﾝﾄ還元事業対応困難者に係る地域共通券配布事業
➄就学援助事業におけるオンライン学習通信費の支給
⑥英語検定受験費用助成事業

： 28,740千円
：114,629千円

： 1,000千円
： 38,320千円
： 82,665千円
： 18,967千円
： 11,403千円
： 1,024千円 など

【歳入】①新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

【歳出】①子育て世帯生活支援特別給付金支給事業

：155,800千円

：155,800千円
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「未来へつなぐモニュメント」除幕式
[日 時] 6月3日（木）11時
[場 所] 戸田市役所スロープ前
[内 容] 戸田ボートコース炬火台と同サイズのモニュメントの披露

「未来の君へ想いをつなぐメッセージ」投函式
[日 時] 7月6日（火）11時頃（聖火リレー通過後）
[場 所] 戸田市役所スロープ前
[内 容] 市内の全小中学生を中心に「20年後の自分への手紙」を書いて

もらい、聖火リレーの通過後に、市内各校小中学生の代表者
18名が「今」の記憶を「未来」につなげるためモニュメントに
投函する。手紙は、20年後に返送予定。

「未来の君へ想いをつなぐメッセージ」事業の実施

戸田ボートコースにある炬火台（聖火台）

市政情報【資料Ｅ】
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