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新型コロナ ワクチン接種について 
新型コロナウィルス感染症対策の切り札とも言われるワクチン

接種。皆さんの関心の高いワクチン接種に関する情報をポイ

ントを絞ってご報告するとともに、県の接種推進を担う「岡山

県ワクチン対策室」にヒアリングを行ったので、裏面でご報告

致します。なお、本レポート記載の情報は3月31日時点のも

のです。ワクチン接種に関する情報は随時、更新されていま

す。最新情報を知りたい方は、厚生労働省や岡山県、岡山

市のホームページでご確認ください。 

Ｑ5 中国運輸局の「危険なバス停」調査によると、県内の

安全確保対策が必要なバス停は30ヵ所。国の対応方針で

は、今後、運輸支局、自治体、バス事業者などで構成する

検討会を定期的に開催し、安全対策を検討するとしている。

県は、危険なバス停対策にどのように取り組むのか。ハード

整備等にかかる予算の裏付けも含め、所見を伺う。 

危険なバス停について 

Ａ5 現在、関係機関が連携し、危険なバス停の現地調査を

行いながら、安全対策について対応を検討しているところだ。

県管理道路に関する危険なバス停は4か所あり、そのうち1か

所は既にバス停が移設され、残り3か所についても、必要に応

じて予算を確保するなど、関係機関と連携し、安全対策を

行っていきたい。（知事、県警本部長） 

海ごみ対策について 

Ｑ6 これまでの三大河川流域での啓発活動や市町村の

海ごみ回収への補助によるごみ削減効果をどうとらえている

か。また、海ごみ削減には、削減目標を市町村と共有し対

策を行うこと、ボランティア団体等が回収したごみ処理の支

援、児島湖一斉清掃の範囲拡大など、ごみの回収・処理の

取組を強化する必要があるが、併せて所見を伺いたい。 

Ａ6 三大河川流域ごとの啓発事業や市町村の回収事業等

への支援により、県全体で、海ごみ対策の必要性の意識を喚

起するなど、一定の効果があったと考えている。また、海ごみ

対策には、発生抑制に加え回収も重要であり、ご提案も参考

に、今後、県、市町村、経済団体で構成する「海ごみ対策連

絡調整会議」等において、効果的な取組を検討する。（知事） 

本定例会に提出された陳情のうち、注目を集めた2

件を取り上げ、私たちの対応をご報告します。 

■コロナで打撃を受けている飲食店等への支援に関する陳情 

■選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書を国へ提出する陳情 

2月議会には、コロナ禍で打撃を受けた飲食店事業者とその

取引先事業者の方から、県に独自の支援等を求める陳情書

が1,609筆の署名を添えて提出され、閉会日に満場一致で採

択されました。 

この陳情書については、私も、飲食店やその取引先の方から

ご相談を受け、陳情書の策定や、議会内の合意形成などに汗

をかきました。感染第3波では、緊急事態宣言発出地域にお

いて時短営業に協力した事業者に協力金が支給される一方、

それ以外の地域では、コロナ禍により大幅な客数減、売上減

に見舞われても、国からの補償や支援はありません。2月定例

会では、私も含め多くの議員が、国に対応を求めるとともに、飲

食店事業者等への県独自の支援を要望しました。そうした背

景もあり、陳情の満場一致での採択が確実になった時期と相

前後して、県は、1～3月のいずれかの月の売上が30%以上減

少した飲食店やその取引先を対象に、最大40万円を支給する

と発表し、その費用を補正予算として追

加上程しました。年度の当初予算審議

中に、追加で補正予算が提案されるの

は極めて異例です。短期間に多くの署

名を集め、その切実な声を県政に届け

てくださった関係者の皆様のご尽力に

改めて敬意を表します。 

山陽新聞も1面トップで報道▲ 

選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書案が、自民

党岡山県議団などの賛成により可決されました。意見書案

は、保守系団体の関係者からの陳情を受け提出されたもの

で、「家族の絆や一体感を危うくしてしまう恐れがある」などとし

て、同制度の法制化に反対しています。  

私たちの会派は、この陳情の採択に反対しました。反対討論

に立った大塚愛議員は、「若い世代が望んでいる結婚観や多

様性、持続可能な社会を叶えるためにも制度の導入を進めて

いくべきではないでしょうか」と訴え、公明、共産両党の県議団

も反対意見を述べましたが、多数を占める自民党県議団等が

賛成し、陳情は採択、意見書案は可決されました。論点はい

ろいろありますが、選択的夫婦別姓制度は夫婦同姓を維持し

たうえで、希望する人に「別姓も可」という選択肢を増やし、別

姓の強制により不利益を受けている人を救おうというものです。

反対理由に合理性は乏しく、私は同制度の導入を求めます。 

この件は、世間の注目が高く、採択の日は議場の傍聴席が埋

まり、多くのメディアが取り上げました。実は、選択的夫婦別姓

については、昨年２月、制度の導入を求める意見書案を私が

起草し、会派のメンバーとともに議員発議で提案し、自民党な

どの反対多数で否決された経緯があります。そのときは、ほと

んど注目されなかったことを考えると、わずか1年の間に、この

問題への関心が高まったことを実感します。 

2月定例会 代表質問報告 

２月定例県議会 陳情への対応 

■新型コロナウィルス ワクチン接種について 

接種スケジュール 

接種は、①医療従事者、②高齢者（令和3年度中に65歳に達

する人）、③基礎疾患のある人、高齢者施設等に従事してい

る人、④それ以外の人、の順に行われます。対象者に市から

「接種券」が郵送されます。 

岡山市では、高齢者への接種については、介護老人保健施

設や特別養護老人ホームなど、要介護度や医療依存度が高

い方が多く入所し、かつ、比較的大規模な病院と連携して接

種する体制が整っている高齢者施設の入所者から開始すると

しています。入所施設者の定員が多い施設から順番に、初回

接種場所とワクチン接種までの流れ 

岡山市では、市

が指定する医療

機関、接種会場

で接種を行いま

す。医療機関で

の個別接種を中

心とし、それに加

えて集団接種会

場も設ける予定

です。 

対 象 医 療 機 関

は、接種券に一

覧表が同封され

る予定です。 

ワクチンの基本情報 
副反応情報含め、ワクチンに関する基

本情報の動画です（岡山県作成）。ＱＲ

コードを読みとり、ご確認ください☛ 

電話番号 0120-780-910 

＜岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター＞ 

主な相談内容 岡山市のワクチン接種に関するご相談 

受付時間 8時30分～17時30分（土日祝除く） 

電話番号  0120-701-327 

＜岡山県新型コロナワクチン専門相談センター＞ 

主な相談内容 医学的知見が必要となる専門的なご相談 

受付時間 9時～21時 

電話番号  0120-761-770 

＜厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター＞ 

主な相談内容 ワクチンに関する国の施策等について 

受付時間 9時～21時 

お問い合わせ、ご相談はこちらへ 

は4月12日の週に接種を実施する予定です。その他の高齢

者については、5月10日から予約受付開始、5月17日から

接種開始を想定しています。高齢者向けの「接種券」につい

ては、4月23日から発送する予定です。  



２月定例県議会 代表質問報告 

■新型コロナ ワクチン接種に関する疑問を「県ワクチン対策室」に聞きました。 

（高齢者向けのワクチンの供給について） 

－高齢者向けのワクチン接種が始まりますが、国から県へ

のワクチンの配分はどうなっていますか？ 

高齢者向けのワクチンは、岡山県には、4月中に全部で49

箱供給される予定です（1箱＝975回接種可能）。これは、

約2万4千人が2回接種できる量にあたります（県内の高

齢者は約56万人）。内訳は、4/5の週に2箱、4/12,19の

週にそれぞれ10箱、4/26の週に各市町村に1箱づつ（計

27箱）。以降５/9までの供給箱数は未定で、5/10以降

は、各市町村の需要に応じて出荷され、6月末までに高齢

者（全国で約3,600万人）に2回接種可能な数量のワクチ

ンが順次出荷される予定です（3月31日現在）。 

－今後のスケジュールは？ 

前述のように、国からは、６月末までに高齢者向けワクチン

の供給が完了する方針が示されています。県では、４月中

旬から、高齢者施設の入所者等を対象に接種を開始し、そ

れ以外の高齢者への接種を対象に5月17日から、個別接

種や集団接種を順次開始する予定です。 

（副反応について） 

－国内外でワクチン接種が始まっています。接種者の副

反応に関する情報を教えてください。 

国の副反応疑い報告制度において、アナフィラキシー疑い

として報告されたものは、3月21日までに181件（推定接

種者数578,835人）ありましたが、その中で、国際基準の

アナフィラキシーに該当するものは４７件だったとされていま

す。県では、副反応について、わかりやすく説明した講演動

画（※１）や資料をホームページに掲載するとともに、専門相

談センターを開設し、副反応についての情報提供や、接種

後、副反応が発生した場合などの相談を受け付けていま

す。お気軽にご相談ください（連絡先は表面に記載）。 

（※1）講演動画 ： 件の動画にリンクするQRコードを表面の右下に

載せています。ご参照ください。 

－これまでの知見から、副反応が起こりやすい体質や基礎

疾患などはわかっていますか？ また、接種時の基礎疾患

の申告は問診票を通じて行いますが、問診票を見て、副

反応のリスクを担当医が適切に判断できるのでしょうか？ 

国において、副反応と体質、基礎疾患との因果関係は明確

には示されておりませんが、心臓血管系疾患や腎臓疾患、

肝臓疾患などの基礎疾患を有する方や、過去にアナフィラ

キシーなどの重いアレルギー症状

を引き起こしたことがある方は、接

種に際して注意が必要とされてい

ます。不安をお持ちの方は、ワクチ

ン接種前に主治医にご相談いただ

き、主治医からの助言等を参考に、

ご判断いただければと思います。 

（ワクチン接種にあたる医療従事者の確保について） 

－ワクチン接種に係る医療従事者の確保は出来ています

か？ 市町村によって人口当たりの医療従事者数にバラつ

きがありますが、多い地域から少ない地域への応援など、

医療従事者の確保・調整は進んでいるのでしょうか？ 

県が医療機関に意向調査を行ったところ、多くの開業医が

接種医になってもよいとの回答をいただいています。また、

集団接種については、市町村等とのワーキンググループに

おいて、医療スタッフの派遣等も含めて検討を進めている

ところです。 

（個別接種と集団接種について） 

－高齢者や住民向けのワクチン接種は、国は集団接種（※

2）を基本としてい

ますが、県は個別

接種（※3）を基本

とし、必要に応じ

て集団接種で補

完するという基本

方針を打ち出して

います。個別接種

の課題と、対策に

ついて教えてくだ

さい。 

個別接種では、配送先が多くなることが想定されますが、

小分け業務の委託などにより、接種施設の負担軽減を図っ

てまいります。接種情報の集約については、現在、国が準備

しているタブレットによる予診票等の読み取りにより、一定

程度の効率化が図られるのではないかと考えています。 

（※2）集団接種  ： 大人数が大規模会場等で接種する方式 

（※3）個別接種 ： かかりつけ医などの診療機関で個々人が接種す

る方式 

－かかりつけ医が居住する市町村に所在していない場

合、どのように接種するのでしょうか？ 

市町村外のかかりつけ医での接種は可能です。本県では、

ワクチン接種に際しての県民の利便性を確保するため、県

内のどの接種施設でもワクチン接種が可能となるよう、市

町村とともに全県共同体制の構築を進めています。 

（県民の皆さんへのメッセージ） 

－最後に、県民の皆さんへメッセージをお願いします。 

接種を迷っている方は、是非、県の相談窓口をご活用くだ

さい。なお、ワクチンには、発症予防効果と重症化予防効果

は認められていますが、現在のところ、感染予防効果は確

認されていません。したがって、ワクチンを接種したとして

も、３密回避や、手洗いの徹底、マスク着用などに引き続き、

取り組んでいただく必要があります。ご理解とご協力をお

願いいたします。 

Ｑ1 特措法と感染症法が改正された（※4）。緊急時とはい

え、私権や営業権の制限するのであれば、経済活動の停滞に

対する補償等も考慮しなければ、実効性のある措置とならな

い。特措法の運用や、事業者支援について所見を伺う。 

新型コロナウィルス感染症について 

Ｑ2 円滑なワクチン接種の環境整備にあたっ

ては、特に住民への接種を担う市町村と十分連

携できる体制の構築は必須だ。ワクチン接種に

向けた進捗状況と、市町村への支援体制の現

状をどう認識しているのか。 

Ａ2 県が行う医療従事者へのワクチン接種については、接種

施設を決定するなど、準備を進めている。市町村が行う高齢

者への接種については、医療機関の確保やワクチン輸送体制

の構築など、共通する課題に対する負担軽減策を検討してお

り、関係団体と連携しながら、市町村を支援する。（知事） 

性犯罪・性暴力被害者支援について 

Ｑ3 県は、来年度から性犯罪・性暴力被害者の支援体制

を強化するとしているが、より多くの医療機関と連携できるよ

う、支援団体、県警、医療機関の関係を強化する必要があ

る。今後、どのように支援するつもりか。 

Ａ3 ワンストップ支援センター（※5）と連携し、関係団体の協

力も得ながら、被害の発生直後に緊急対応を行う産婦人科病

院の拡充に取り組むとともに、連携会議の開催等を通じて、医

療機関をはじめ、弁護士、県警など、相互の関係強化を図っ

ていく。(知事） 

Ｑ4 相談窓口の広報啓発は、連絡先等の周知だけでな

く、デートDVや性暴力を防止するための情報提供や適切な

性教育と合わせた形で行うのが望ましい。併せて、若年層

への周知は、高校生などの意見や視点を生かした周知方

法を検討してほしい。また、適切な性教育の実施や高校生

の意見や視点を取り入れるためには、学校の役割が重要だ

が、今後どう取り組むのか。 

Ａ4 県では、教育機関等とも連携し、デートDVの防止や性に

関する指導の場などで、ワンストップセンターの情報提供を行う

とともに、SNSの活用や、若年層の意見等を反映した啓発資材

の作成など、効果的な啓発活動を行う。（知事） 

各学校では、デートDV防止等の授業で、相談窓口を周知する

ことと併せて、ロールプレイ等を通して生徒の理解が深まるよう

工夫しているが、引き続き対応を強化したい。また、高校生等

が若年層への啓発資材の作成に参画することは効果的だと考

えており、機会を捉え関係部局と連携協力していく。（教育長） 

当初予算を決する重要な議会に、会派「民主・県民クラブ」を代表し、代表質問に登壇する機会を与えていただきました。以下、主要な質問・答弁を抜

粋して紹介します。なお、2020年度補正予算や21年度当初予算の概要や、予算をめぐる私たちの取組は、別添「県政レポート号外」をご確認下さい。

Ａ1 特措法の運用にあたり、休業要請などの措置に伴う県

民の自由と権利の制限は、必要最小限のものでなければなら

ないと考えている。補償に関しては、特措法では、要請による

影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置

などを講じるとされており、国とも連携しながら、適切に対応し

たい。（知事） 

(※4）特措法の改正 ： 緊急事態宣言発令の法的根拠となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が2月に改正された。政府や地方自治体

による新型コロナ対策の実効性をさらに高めるのがねらい。緊急事態宣言発令の前段階として「まん延防止等重点措置」を創設することや、

宣言発令時に営業時間短縮などの要請に応じない事業者に行政罰を科すことなどを盛り込む一方、国と地方自治体は事業者に必要な財政

上の措置を講じ、医療機関・医療関係者の支援を行うことが明記された。  

(※5）ワンストップ支援センター ： 性犯罪・性暴力被害者に対し、被害

直後から、①医師による心身の治療、②相談・カウンセリング等の心理

的支援、③捜査関連の支援、④法的支援 などの総合的な支援を可

能な限り一か所で提供する支援拠点。岡山県では、民間団体のVSCO

（ヴィスコ）がその機能を担い、自治体がそれを支援する運営形態に

なっている。 

髙橋とおる 県政レポート  


