コロナ禍を乗り越え
持続可能な明るい未来へ
桶川市長

社会を見据え、全国の自治体が試行錯誤を重ね創意

分野における課題を顕在化させる中、ポストコロナ
し合う地域社会の構築、官民連携を軸にした地域経

踏まえた環境・気候変動への対応や、多様性を尊重

課題に対応しながら、
「ゼロカーボンシティ宣言」を

済の活性化等、ＳＤＧｓの理念に基づいた持続可能

工夫を凝らした施策に取り組んでいます。
本 市 に お き ま し て も、 ワ ク チ ン 接 種 や 市 民 の 皆

児童クラブを新築改修し受入定員を大幅に拡充した

にも引き続き取り組むとともに、昨年は、東放課後

と並行して、駅東口整備事業や道の駅整備事業など

り組んでまいりました。また、こうしたコロナ対策

市政運営に対しまして、変わらぬご理解とご協力を

まいりますので、どうか市民の皆様には、今後とも

未来につなぐ持続可能なまちづくり」に取り組んで

築に向けて、誰一人取り残すことなく「夢と希望を

り越え、明るく豊かで、皆が幸せになれる未来の構

市といたしましては、現在直面している危機を乗

せん。

様の生活や地域経済を支えるための様々な支援策等、 なまちづくりも積極的に進めていかなければなりま

ほか、圏央道桶川加納Ｉ．
Ｃ．
周辺地区の企業誘致事

これまで経験したことのない事業に全庁をあげて取

明けましておめでとうございます。
業で大型物流施設が稼働するなど、未来に向けたま

小 野 克 典

市民の皆様におかれましては、輝かしい新年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
今、社会が目まぐるしく変化する中で、新型コロ
に、本年が皆様にとりまして、良き一年となります

結びに、一日も早いコロナ禍の終息を願うととも

賜りますようよろしくお願いいたします。

ナウイルスや人口減少への対応、激甚化する災害へ

ちづくりも着々と進めてきました。

コロナウイルスは、新たな変異株の感染拡大と収束

２０２０年から世界的に猛威を振るっている新型
を繰り返しながら、２年経過しても予断を許さない
ことを心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

年に一度と言われる危機が、 の備え等、市民に最も身近な基礎自治体として取り

状況が続いています。
組むべき課題が山積しています。更に、こうした諸

※利用にあたっては、「桶川市 LINE アカウント利用規約」に同意のうえ、
「友だち」追加をしてください。
※利用するには、LINE アプリをインストールする必要があります。
※「友だち」追加は無料ですが、通信費用は利用者負担となります。
※桶川市の公式 LINE アカウントは、当面、情報発信専用として運用します。

共に支え合いいきいきと暮らせる
桶川をめざして

ベニバナ

普及により、健康保険証としての運用や運転免許証との
一体化が計画されています。また、令和４年度から団塊
の世代が 歳以上に入り始めることを見据え、すべての
世代の方々が安心できる持続可能な全世代型社会保障の
実現に向けた取組が必要となってきます。行政は自らが
持つ資源を十分に活かし、市民に対して質の高い社会サー
ビスを効率的に提供し、また助け合いの地域社会の基盤
を強化できるよう、市民と行政がお互いに創意工夫を活
かしたアイデアを出し合いながら、
「市民協働」で取り組
むことが重要であります。
市議会におきましては、令和３年６月議会から各常任
委員会の録画中継を開始いたしました。今後も市民の皆
様にわかりやすく親しみやすい議会の改善に取り組むと
ともに、市民の皆様の声を第一と考え、市政に反映させ
るべく、誠心誠意尽くして参る所存であります。
結びに、本年が皆様にとりまして幸多く実りのある年
となりますことを心より祈念申し上げ、新年のご挨拶と
いたします。

＠okegawacity
登録ID

至上尾

アカウント名

桶川市

主な発信内容
•市政情報
•市が主催・共催するイベント
•桶川のプロモーション
基本情報

詳しくは至秘書広報課☎788－4901

桶川市公式 LINE 友だち募集中！

至北本

ウォーク桶川

桶川市議会議長

両公園は、桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業の
一環で整備された公園です。皆さん、ぜひご利用ください。
なお、開園当日の午前中は、式典を行うため、一般利
用は午後からとなります。ご了承ください。
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下日出谷東
記念碑公園

案内図
下日出谷東記念碑公園

コンビニ

江 森 誠 一

下日出谷東
グリーンガーデン

さて、今年は２～３月に北京冬季オリンピック・パラリ
ンピック競技大会が開催されます。昨年開催された東京
２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会におきま
しては新型コロナウイルスというかつてない困難に向き合
う中で、国を超えて情報と知恵を分かち合い、助け合い
ながら、未来に向かう希望やエネルギーを生み出しました。
本市におきましても聖火リレーや桶川市ゆかりの選手の
出場などを通して、人々の繋がりや絆の再生に貢献する
ことができたと感じております。今回もスポーツを通して、
感動と勇気をもたらし、未来を担う子供たちに夢と希望
を与えてくれることでしょう。
我が国では令和３年９月にデジタル庁が発足し、ポス
トコロナの新しい社会を目指すためにデジタル改革の推
進が図られます。新しい社会とは「デジタルの活用によ
り、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、
多様な幸せが実現できる社会」を指し、
「誰一人取り残さ
ない、人に優しいデジタル化」を目的としています。今後、
マイナンバーの利活用促進やマイナンバーカードの一層の

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

生活や仕事、教育、子育て、介護、医療等、様々な
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バランス
シーソー
ツイスター

ガソリンスタンド

至久喜
県道川越栗橋線
至川島

上体ひねり

下日出谷東
グリーンガーデン

両公園には、色々な
「健
康遊具」
が設置されてい
ます。日頃の体力作りに
ご活用ください。
背伸ばし
ベンチ

西小学校

※芝を養生中のため、一部立入不可としています。
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下日出谷東グリーンガーデン（公園面積：
1, 621 ㎡）および下日出谷東記念碑公園
（公園面積：479 ㎡）が開園します。

詩

明けましておめでとうございます。
市民の皆様には、希望に満ちた輝かしい新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
私は、昨年 月議会において、議員各位からのご推挙
をいただき、歴史と伝統ある桶川市議会の議長という重
責を担うこととなりました。微力ながら市民福祉の向上
と市政発展のため、保坂副議長と二人三脚で、
「共に支え
合いいきいきと暮らせる桶川」の実現に専心努力してまい
りますので、市民の皆様のご支援をお願い申し上げます。

（日）

都市計画課☎ 788－4951
詳しくは

年頭所感
令 和４年

グリーンガーデンと
下日出谷東
記念碑公園 が 同時開園
1/16

予 約 方 法 は３ つ

追加接種（３回目）
１ 予約代行

２ コールセンター

３ ウェブで予約

新型コロナワクチン追加接種

３回目接種 が始まります

詳しくは 新型コロナワクチン接種推進課☎786－1855
詩

必ずご自身で予約をお願いします

掲載情報は、12月８日時点
の国からの通知に基づいた
情報となります。

65歳以上の人の新型コロナワクチンの３回目接種について、広報おけがわ12月号や市SNSで

予約完了！

「接種日時と場所を指定させていただく予定」とお知らせしましたが、その後、国からファイザー
社のワクチンと武田/モデルナ社のワクチンが、概ね半数ずつ供給されることが示され、市民の
皆様にワクチンの種類を選択していただく必要が生じました。
つきましては、予約方法が「週ごとに使用するワクチンを分け、ご自身で予約いただく」方法

平日
のみ

に変更となりますので、下記の接種スケジュールをご確認いただき、接種するワクチンを選択の

１ 予約代行

上、必ずご自身でご予約くださいますようお願いいたします。

１月11日㈫から
会

場

なお、ファイザー社のワクチンと武田/モデルナ社のワクチンの割合は、全国で同様の状況と
受付時間（平日のみ）

ベニバナウォーク桶川（下日出谷東２－15－１）

午前10時～午後６時

坂田コミュニティセンター「フレスポ桶川内」
（坂田東２－３－１）

午前10時～午後６時

桶川市保健センター（鴨川１－４－１）

午前 ９ 時～午後５時

※保健センターは大変な混雑が予想されます。
※会場により受付時間が異なりますのでご注意ください。
※ベニバナウォーク桶川と桶川市保健センターは、施設の都合により、受付場所が変わる場合があります。

平日
のみ

２ コールセンター

☎ 0120－400－750

※最大50回線を用意していますが、予約開始日はつながりにくい場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

ウェブで予約

市ホームページのトップ画面より「新型コロナ
ワクチン接種予約はこちら」➡「新
型コロナワクチン追加接種（３回目
接種）についてはこちら」➡「Web
予約専用ページはこちら」の順に
クリックし、予約してください。

今後のワクチン供給や前倒し接種に関してなど、

新たな情報や変更事項は、国から情報が示され次
第、速やかに市広報や市ホームページでお知らせ
いたしますので、確認をお願いいたします。
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ワクチン確保数

国

埼玉県

桶川市

ファイザー社

2,000万回分（54％）

105万回分（55％）

12,870回分（55％）

武田/モデルナ社

1,700万回分（46％）

87万回分（45％）

10,500回分（45％）

3,700万回分（100％）

192万回分（100％）

23,370回分（100％）

合

計

接種スケジュール

受付時間▶午前９時～午後５時

24時間
３
受付

追加接種
（３回目）
用のワクチン確保状況（令和３年12月８日時点）

※上記は令和４年３月までに供給される分であり、この間の桶川市内の接種対象者は約23,000人です。

桶川市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
フリーダイヤル

なります。

１・２回目の接種を希望す
る人は、コールセンター
（☎0120－400－750）
へご相談ください。

３回目接種は、２回目の接種日から原則８か月以上経過後となっています。

（例）２回目接種が６月14日の人は、２月１日㈫より、２月14日㈪以降の予約をすることができます。

接種対象者

接種券発送
予定日

予約開始日

２回目の接種が
５月31日～
６月13日だった人

１月６日㈭
から順次

１月11日㈫
午前９時から

２回目の接種が
６月14日～
６月27日だった人

１月26日㈬
から順次

２回目の接種が
６月28日～
７月13日だった人
２回目の接種が
７月14日～
７月31日だった人

予約開始日において、新たに
予約ができるようになる期間

予約できる
ワクチン

１月31日㈪～２月６日㈰

ファイザー社

２月７日㈪～２月13日㈰

武田/モデルナ社

２月14日㈪～２月20日㈰

ファイザー社

２月１日㈫
午前９時から

２月21日㈪～２月27日㈰

武田/モデルナ社

２月28日㈪～３月６日㈰

ファイザー社

２月９日㈬
から順次

２月15日㈫
午前９時から

３月７日㈪～３月13日㈰

武田/モデルナ社

３月14日㈪～３月20日㈰

ファイザー社

２月24日㈭
から順次

３月１日㈫
午前９時から

３月21日（月・祝）～３月27日㈰

武田/モデルナ社

３月28日㈪～４月３日㈰

ファイザー社

※今後、再度国の方針に変更があった場合は、接種スケジュールを見直すことがあります。
※特定のワクチンをご希望の場合、接種日が遅くなる場合があります。
※他市町村に住民票がある状態で２回目の接種を受けた後に転入し、追加接種を希望する人は、接種券の発行
申請が別途必要になります。詳しくは担当課まで問い合わせください。
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