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市政相談対応累計件数

2,329件



当選後

2,568日



2,329件 ÷ 2,568日



議員活動稼働率

90.7%



３年間の歩み



トップ当選



第74代 副議長就任





台風第21号対策



泉佐野市独自 

コロナ対策



コロナ対策Ⅰ
議会の対応

・令和2年5月臨時市議会における議員報酬15%と視察・研修予算の削減
による約1,800万円を下記新型コロナ対策等に充当。

・全世帯に不織布マスク10枚配布。

・避難所等での更衣室・授乳室・診察室になる「災害対策用プライベー
トルーム」を全小・中学校18校に2個ずつ導入。

・避難所等でのプライベート空間を確保するために利用できる「ベン
リー間仕切りⅡ」を全小・中学校18校に10個ずつ、その他の避難所に
100個導入。



コロナ対策Ⅱ（個人）
温泉施設利用促進事業
本市の重要な観光資源である温泉施設は、自粛要請等により深刻な影響を被っていることから、自粛要請終了後の観光産業の活性化のため、自粛要請
期間中に自宅等で過ごされた65歳以上の市民に温泉施設利用券を配布し、健康増進と施設の再利用に繋げ、温泉施設の事業継続を下支えするもの。

ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う「ひとり親世帯」は、子育ての負担や収入の減少などにより、特に大きな困難が
心身等に生じていることから、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯を対象とした臨時特別給付金を支給するもの。

いずみさの障害者応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、金銭的な負担が増えていることから、障害のある方々の家計を支援するもの。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いずみさの子育て応援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休業要請等による経済の落ち込みや学校等の休校措置、7保育園・認定こども園・幼稚園等の登園自粛な
どによる子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和2年5月31日を基準日とし、市内の１８歳以下のすべての児童の保護者に対して、国の施策とは
別に泉佐野市独自の施策として支給するもの。

子育て世帯応援臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当（所得制限超過により特例給付となって
いる者を除く。）を受給する世帯に対して、臨時特別給付金を支給するもの。

いずみさの新生児臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症が市民にもたらす影響の長期化が見込まれるなか、妊娠期間を経て出生した新生児を抱える世帯の経済的負担を軽減し支援
するため、市独自の施策として国の特別定額給付金の基準日（令和2年4月27日）を過ぎて生まれた新生児を対象に臨時特別給付金を支給するもの。



コロナ対策Ⅲ（個人）
学校給食費無償化事業（令和3年度も継続）
新型コロナウイルス感染症拡大による市内小中学校の臨時休業に伴い、学校給食も中止したところ、学校の再開以降の学校給食費については、子育て
世帯の経済的な負担軽減等を図るため、令和２年度分に限り、学校給食費の無償化を行うもの。

貸付奨学金の臨時募集
新型コロナ感染症拡大影響のための臨時対応として、本市在住の中学３年生の保護者の負担軽減となるよう選定枠を増やすもの。

就学援助制度の申請期間延長
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済的な理由で、就学が困難な家庭へ小・中学校での学習に必要な費用の負担の軽減を図るため、その一部
を援助するもの。今年度に限り７月末まで申請期間を延長するもの。

証明書の交付手数料の免除
新型コロナウィルス感染症の影響により、融資・貸付及び各種支援制度等を利用される際に、公的証明書が必要とされるものについて、交付手数料を
免除するもの。

市税の徴収猶予
「緊急経済対策における税制上の措置」として、新たに地方税法の特例制度が設けられ、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の
減少があった方を対象に、申請により１年以内の市税の徴収猶予を行うもの。　　　　　　

市営住宅の家賃減免
コロナウイルス感染症の影響に伴い、市営住宅の家賃支払いが困難な世帯について、収入減少が確認できる書類等の提出により、市営住宅の家賃を減
免するもの。



コロナ対策Ⅳ（個人）
傷病手当金の支給
泉佐野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に
服することができなかった期間（一定の要件を満たしている場合に限る）において傷病手当金を支給するもの。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動が低下し、被保険者の急激な収入減少等が想定される中、国保被保険者全員を対象とした市独自の緊急
対策として、保険料の一律減免を行うもの。

水道料金（基本料金）減額
「新型コロナウイルス感染症」の影響による経済的支援策として水道料金の基本料金を減額するもの。

水道料金・下水道使用料の徴収猶予
「新型コロナウイルス感染症」の影響により、収入が減少した世帯の方、売上減少により事業活動が厳しい事業者の方など、個人、法人のすべての方
を対象に、その状況に応じて、来局又は電話にて申し出があれば、請求の納期限から最長４か月の猶予に関する相談に応じるもの。

認定こども園・保育園を登園自粛した場合の保育料の減額
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため臨時休園（特別保育の実施）並びに登園の自粛、家庭保育の協力に伴い、認定こども園・保育園に在園し
ている0～2歳児クラスの利用者負担額（以下　保育料）について、国の通知に基づき、日割り計算により減額（還付）するもの。



コロナ対策Ⅴ（個人）
新型コロナウイルス感染症対策ごみ袋配布事業
生活支援策の一環として全世帯に可燃ごみ用のごみ袋を配布するもの。

新型コロナウイルス感染症対策マスク配布事業（議会対応と連携）
新型コロナウイルス感染症の第2波・第3波感染予防対策と国勢調査の啓発を兼ね、マスクの調達・全世帯10枚ずつ配布するもの。

学校保健特別対策事業
校内における感染防止のため、市内小中学校全児童生徒に布マスクを配布するもの。

放課後児童対策事業
感染防止のため、受入れをやむを得ない事情の家庭に限定したため、留守家庭児童会登録保護者負担分の休会日数相当額の負担軽減を図るため、事前
支払済会費を返還するもの。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化することにより、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育ての負担や収
入の減少などにより特に心身等に大きな困難を抱えています。こうした世帯を支援するため、「ひとり親世帯」を対象とした特別給付金を支給す
るもの。 



コロナ対策Ⅵ（事業者）
固定資産税・都市計画税の特例
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年度
分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減するもの。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
休業要請支援金（府・市町村共同支援金）
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う大阪府の施設の使用制限の要請等に協力し、深刻な影響を受けた市内の中小企業等に対して、大阪府と共同で支
給するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　

休業要請外（市単独）支援金泉佐野市営業時間短縮協力金
上記No2の支援金対象者外について、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じたため、大阪府が単独で休業要請外支援金を
支給していることに対し、市内で事業所を有する受給者を対象に、市単独で休業要請外（市単独）支援金を別途支給するもの。　

泉佐野市営業時間短縮協力金
緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請に全面的に協力された飲食店等に対し、大 
阪府から営業時間短縮協力金が支給され、それに上乗せ して協力金を支給するもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宿泊事業者持続化緊急支援金事業
本市の基幹産業となり得る宿泊産業は、各国が発出した渡航制限や大阪府の休業要請等により深刻な影響を被っており、全国の倒産件数も最も多く
なっている。このため、事業継続のための支援金を給付し、経営継続を下支えするもの。

中小企業・小規模事業者支援
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける、又はその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



コロナ対策Ⅶ（事業者）
市税の徴収猶予
「緊急経済対策における税制上の措置」として、新たに地方税法の特例制度が設けられ、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の
減少があった方を対象に、申請により１年以内の市税の徴収猶予を行うもの。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法人市民税の申告・納付期限の延長
新型コロナウィルス感染症の影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合、国税である法人税に関しては、申告書提出時に
申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することで、法人税の申告納付期限が延長される。法人市民税について
も、同じく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することにより、申告納付期限が延長される。電子申告を
利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告するもの。

泉佐野お店屋さん応援チケット（さのチケ）
新型コロナウイルス感染症拡大が収束し、泉佐野市内で気軽に飲食を楽しむことができるとなった頃から 6 か月以内で利用できる先付けの１０％のプ
レミアムが付いた食事券（チケット）を購入していただき、集まった応援金をまず参加店に送金し、事業の継続を応援するもの。

泉佐野プレミアム商品券
泉佐野ポイントカード「さのぽ」を使った最大25％お得な「泉佐野市プレミアム商品券」を販売するもの。　　

減収減益事業者電力支援補助金
一般財団法人泉佐野電力が泉佐野市内において新型コロナウイルス感染症により経営状況が悪化した民間企業に対して、独自に実施する電気料金の割
引という手法でに支援する事業に対して必要となる経費の一部を泉佐野電力に補助することにより、市内民間事業者の経営状況改善を目的とするも
の。



コロナ対策Ⅷ（医療従事者）



コロナ対策Ⅸ

高齢者の方々のPCR検査も20歳以上の方々の抗体検査も 

すべて陰性でした。



・家庭内感染拡大防止支援事業　1,960万円
　家庭内で感染が発生した場合に陰性者の宿泊費助成・1日1万円最大14日間　

・災害対策事業　616万7千円
　集団感染発生に備えた抗原検査キットの備蓄　

・感染症検査費用助成事業　2,512万8千円
　りんくうタウンにPCR検査センター誘致・市民1人9回までの検査費助成　

新たなコロナ対策

令和３年５月臨時市議会にて審議 

可決



泉佐野市 

ワクチンの現状



令和３年４月２７⽇ 議員協議会資料【健康推進課】

• 泉佐野市の新型コロナワクチン接種について

１．人口 99,556人（令和3年1月31⽇時点）

２．令和３年度中に65歳以上になる人（令和3年1月31⽇時点） 27,099人
３．接種率を80％と想定 21,679人×2回＝43,358回
４．接種体制
①個別接種
実施医療機関数 66医療機関（令和3年3月22⽇時点）

接種可能件数 4,485回/5⽇間（令和3年3月22⽇時点）

②集団接種 5月以降 200人/⽇

※ 令和３年４月２７日　時点

ワクチンの接種計画



接種順位の計画

- 3 - 
 

 ① 医療従事者等 

 ② 高齢者（令和３年度中に 65歳以上に達する人） 

 ③ 基礎疾患を有する人 

 ④ ※１高齢者施設等の従事者 

  ※１市町村及び施設等の双方の体制が整う場合、介護保険施設や一定の要件を満たす

高齢者施設において、当該施設内で入所者と同じタイミングで従事者の接種を行う

ことも差し支えないこととし、その際は、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留

意することとする。 

 ⑤ 60～64歳の人 

 ⑥ 上記以外の 16歳以上の人 

 

（3）接種対象者の概数 

  接種対象者数の算定は以下のとおりとする。総人口は令和 3 年 1 月 31 日時点で

99,556人（住民基本台帳）として算出。 

医療従事者等 総人口の 3％ 2,986人 

高齢者 

令和 3 年 1 月 31 日時点の住民基本台帳の

65 歳以上人口 26,048 人（26.1％）+来年

度中に 65歳になる（現 64歳の人）1,051人 

27,099人 

基礎疾患を有す

る人 

総人口の 4.9％（20～59歳） 
4,878人 

高齢者施設等の

従事者 

総人口の 1.5％ 
1,493人 

60～64歳の人 
令和 3年 1月 31日時点の住民基本台帳の５

９～6３歳人口 
5,346人 

上記以外の人 

総人口から医療従事者等、高齢者、基礎疾患を

有する人、高齢者施設等の従事者、60～64歳

の人、及び対象とならない 16 歳未満の人

（12,530人）を除いた人数 

４５，２２４人 

計  87,026人 

 ※このほか、一定の要件を満たす場合、市内に住所を有しない人が接種することもで

きる。 

 

（４）接種想定数（高齢者の場合） 

 令和３年１月 31日時点の 65歳以上高齢者数 26,048人+令和 3年度中に 65歳

になる人 1,051人＝27,099人 

 →接種率を８0％と想定（参考：令和 2 年度高齢者インフルエンザ予防接種率が約

接種順位②の高齢者
→27,099 人×80%=21,679人

　⇒21,679 人×2 回

　=43,358 回 

※ 令和３年４月２７日　時点



ワクチンの現状

• 高齢者向けワクチンの供給状況 厚⽣労働省の事務連絡（3/12・4/8・4/14より）

※1バイアル＝5回分で算出。今後、1バイアル＝6回分に変更となる可能性あり。

供給⽇程 全国 大阪府 泉佐野市
4月5⽇の週 97,500回分 3,900回分 235回分

（高齢者施設⽤）4月12⽇の週 487,500回分 19,500回分

4月19⽇の週 487,500回分 19,500回分 235回分
（高齢者施設⽤）

4月26⽇の週 1,697,475回分 41,925回分 975回分
5月3⽇の週 3,900,000回分 218,400回分 2,925回分
5月10⽇の週

15,600,000回分 ー 市町村の需要に
応じて配分

※希望量が出荷数を超過
する場合は、高齢者⼈
口等に応じて割り当て
られる。

５月17⽇の週
5月24⽇の週

15,600,000回分 ー
5月31⽇の週

以降 5/10～の同程度の量を出荷 ー

※ 令和３年４月２７日　時点



ワクチン確保状況(最新)

供給日程 接種回数 現状の合計
４月５日の週

235回分 受取り済

16,070回分

４月１２日の週
４月１９日の週 235回分
４月２６日の週 975回分
５月３日の週 2,925回分
５月１０日の週

11,700回分
５月１７日の週
５月２４日の週

21,060回分 確定済５月３１日の週
６月７日の週

11,700回分 要求中６月１４日の週
直近の合計  48,830回分

※ 令和３年５月２５日　時点



集団接種
接種会場 

「市役所健診センター」 

「南部市民交流センター本館」 

「北部市民交流センター本館」 

「関西エアポートワシントンホテル低層棟２階」 

「Ｊ：ＣＯＭ末広体育館」

接種件数　
計画：200人／日

↓ 増加中
平日：228人／日
土日：252人／日

※ 令和３年５月２５日　時点



集団接種の予定

※ 令和３年４月２７日　時点



今後の予定（平日追加）

予約受付開始
６月７日（月）
午前９時より
（先着順：１日の定員は２２８人）



個別接種
 

 

【個別接種】  
  ★医療機関への予約方法：直接希望する医療機関へ予約してください。 

※医療機関ごとに定員や予約方法は異なりますのでご注意ください。 

 

泉佐野市内の新型コロナワクチン接種（ファイザー社製ワクチン）医療機関リスト 

 ※◎印の医療機関は、他院の医療従事者への接種にご協力いただいており、住民向けの接種開始時期が遅くな

る可能性があります。予約開始時期は、事前に各医療機関の上記連絡先へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

町名 医療機関名 電話番号 町名 医療機関名 電話番号 

市場西 
たかやまクリニック 462-7778 

中庄 
大野外科胃腸科 464-0302 

⻑⽥医院 461-1500 ゆたかクリニック 463-7728 

上町 

あらい耳⿐咽喉科 462-3387 中町 佐野記念病院 ◎ 0570-200-294 
予約専⽤ 

中井整形リハビリ 
クリニック 469-2350 

⻑滝 

釈迦戸医院 465-4180 

中野クリニック 464-0021 ⽥中医院 466-6800 
やました耳⿐咽喉科 
クリニック 462-3341 樽谷医院 466-1180 

大西 
谷口病院 463-3270 

予約専⽤ 羽倉崎 
あんぶクリニック 466-5944 

西⽥医院 462-3356 羽原病院 ◎ 468-7788 
予約専⽤ 

大宮 西⽥外科・内科 462-8725 羽倉崎 
上町 平野医院 465-4668 

上瓦屋 
青松記念病院 ◎ 463-3121 ⽇根野 えびすのクリニック 450-0380 
泉南藤井病院 464-6466 本町 武井医院 462-7755 
新山診療所 462-7452 湊 ひがきクリニック 487-8343 

上之郷 泉佐野市 
上之郷診療所 429-9090 

りんくう 
往来北 

リョーヤコマツ 
クリニック 463-7003 

下瓦屋 中西脳神経外科 
・内科 462-2358 りんくう総合医療 

センター ◎ 
 

050-3816 
-7523 
予約専⽤ 新安松 浅井クリニック 466-0122 

鶴原 

おおうら整形外科 464-5841 若宮 山⽥外科医院 462-3106 
小笠原医院 462-0268  
さんみクリニック 464-4705 
なかつか整形外科 
リハビリクリニック 469-1300 

東佐野病院 ◎ 464-8588 
 

※ 熊取町・⽥尻町・泉南市・阪南市・岬町の実
施医療機関でも受けることが出来ます。 

実施医療機関は、各自治体のホームページ⼜
は、コールセンター等でご確認ください。 

 

            

 

令和３年５月 13 日現在 

（予約受付は 6月 1日～） 

全66医療機関
接種回数　

4,485回／５日間

※ 令和３年４月２７日　時点



みなさまの質問への回答
供給日程 接種回数 現状のワクチン数 個別接種 集団接種 合計

４月５日の週

235回分
受取り済

16,070回分 3,657
人

1,008
人

4,665人
（21,679人中）

４月１２日の週

４月１９日の週 235回分

４月２６日の週 975回分

５月３日の週 2,925
回分

５月１０日の週
11,700
回分

５月１７日の週

５月２４日の週
21,060
回分 確定済

５月３１日の週

６月７日の週
11,700
回分 要求中 今後の接種ペース予測 約5,000人／週

６月１４日の週

直近の合計 48,830
回分 ※ 令和３年５月２５日　時点



これからの歩み



残り任期 

１年



選挙のためではなく 

市民のため 

まちのため 

日本のため



一　みなさんのお声に応え 

二　まちの価値を高め 

三　お役に立てる自分をめざし 

続けます！！



そのために 

自ら現場に飛び込み 

様々なプロジェクトを 

展開中！！



みんなのまちづくり隊



関西航空少年団 
NPO法人 TEAM KIX Aviation



茶道 - CHADO -



これからも 

誠心誠意 

がんばります



ご清聴に 

心から 

感謝申し上げます




