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新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　お問い合わせ　川口市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　　　　　　　　TEL.050－3160－9567（24時間自動応答）
　　　　　　　　※日曜・祝日を除く9：00～18：00はオペレーターが対応します

　新型コロナウイルスワクチンの医療従事者への接種が、 市内の医療従事者を対象
に始まっています。 市民へのワクチン接種も、 多くの方からお問い合わせがあります
ので現時点での川口市での準備状況をお知らせします。

●個別接種・・・かかりつけ医の病院や診療所など医療機関　約140箇所
●集団接種・・・常設会場（地域保健センター・生涯学習プラザ）
　　　　　　    月替わり３箇所（スポーツセンターなど市内６会場を地域のバランス
　　　　　　    を考慮して確保）
◎接種の順番  ① 医療従事者
　　　　　　　② 高齢者（65歳以上の方）
　　　　　　　③ 基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者など　　　　　　　　　　　　
◎接種券（クーポン券）の配布
　　　　65歳以上の方・・・３月下旬から接種案内や接種券、予診票を発送予定（国の
　　　　ワクチンの供給量が不透明なため状況に応じて対応していく）
　　　　64歳以下の方・・・時期を見計らいながら準備を進める
◎接種回数／２回（３週間間隔）
◎接種の流れ  ① 対象の方にクーポン券を配布
　　　　　　　② 電話やインターネットで予約
　　　　　　　③ かかりつけ医や接種会場などでワクチンを接種
　　　　　　        （クーポン券と本人確認証（運転免許証・健康保険証など）を持参）
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　１月に新川口で就学援助制度のお知らせをしました。 今号では、 就学援助の支給
対象者が拡大されましたのでお知らせをします。

対象者はどのように変わりましたか。 

これまで、 市内在住の市立小 ・ 中学校に就学している児童 ・ 生徒の保護者を対
象としていましたが、４月から支給対象者を国立、 県立小 ・ 中学校に就学してい
る児童 ・ 生徒の保護者まで拡大します。

申請手続きはいつまでどのようにするのですか。

国立、 県立小 ・ 中学校の新一年生は入学する学校にて、 川口市就学援助新規申
請書の【学校記載欄】を記入、 押印してもらい、１ヶ月以内に必要書類を教育委員
会指導課（市役所分庁舎３階）へ提出してください。  
新入学用品費の申請受付は４月８日までとなっています。 他の学用品費や修学
旅行費、校外学習費については５月７日までに提出してください。

主な援助項目などはどうなっていますか。

主な援助項目、令和３年度の予定です。

援助項目 援助方法 援助内容 備考

学用品等
（通学用品費
を含む）

月額を
指定口座に
毎月振込

一括額を
指定口座に
振込

新入学用品費

修学旅行費

校外活動費

原則学校振込

原則学校振込

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校
１年生

その他の学年

１年生

その他の学年

新入学１年生

新入学１年生

費用の一部（参加者全員が均等に負担する経費）

年度間上限額　1,510 円

年度間上限額　2,180 円

   月額　   942 円

   月額　1,126 円

   月額　1,842 円

   月額　2,026 円

一括  40,600 円

一括  47,400 円

中学校

途中認定の
場合は

申請月から
の給付

途中認定の
場合は

申請月から
の給付

【学校記載欄】の
申請受付日が
4 月 8 日（木）
までの方に給付

学校精算

日帰りのみ対象

得知つ 情報 就学援助の支給対象者を
国立・県立小中学校に拡大

［接種場所］
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　公共工事について設計労務単価が設定されていますが、 埼玉土建一般労組など全
国各地の建設労働者の労働組合の調査では、 現場で働く中小業者、 一人親方の賃金
は設計労務単価を大きく下回ってい
るという実態があります。 税金を原資
とする公共工事の金額は、  ただ安け
ば良いということではなく、  きちんと
現場で働く労働者の賃金 ・ 労働条件
が確保されていなければなりません。
　日本共産党川口市議団はそうした
立場から公契約条例の制定を求めて
います。

川口市の新年度予算
主な公共施設整備の予算が計上されました

◯青木会館改修事業◆７億3000万円（令和４年度完了予定）
◯仲町保育所（仮称横曽根保育所）改築事業◆３億3000万円（令和３年度完了予定）
◯鳩ヶ谷公民館改築事業◆４億2000万円（令和４年度完了予定）
◯西川口・横曽根公民館・横曽根図書館集約化事業◆3000万円（令和７年度完了予定）
◯戸塚西公民館の大規模改修◆４億000万円（令和４年度完了予定）
◯東スポーツセンターの大規模改修◆２億2000万円
◯戸塚環境センター整備事業◆３億2000万円（令和11年度完了予定）
◯仮称東消防署（鳩ヶ谷）建設事業◆６億9000万円（令和６年度完了予定）

介護保険料が４月から値上げ！！
　２月24日開会の３月市議会定例会に、 追加議案として 「川口市介護保険条例の一
部を改正する条例」 が提出されました。 2021年度（４月１日～）から2023年度までの
保険料率の改定となり平均12．9％の値上げとなります。 
 　以下、一覧表にてお知らせ致します。
第８期介護保険事業計画（2021年度～2023年度）第１号被保険者介護保険料

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円以上450万円未満  

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
450万円以上500万円未満  

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
500万円以上600万円未満  

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
600万円以上800万円未満  

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
800万円以上

13段階   

14段階 

15段階 

16段階 

17段階 

119240円　　134690円

125520円　　141780円

131790円　　148860円

138070円　　155950円

144340円　　163040円
 
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で本人
及び世帯全員が市民税非課税・本人及び世帯
全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額
と課税年金収入額の合計が80万円以下 

本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80
万円を超え、120万円以下 

本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が120
万円を超える 

本人は市民税非課税（世帯に課税者がいる）で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 

所得階層 　　　　　　  対象者 　　　　　　　　現行（年間）  改定後

 
53340円 　　   60250円 

62760円 　　   70890円 

69030円 　　   77970円 

78450円 　　   88610円 

87860円 　　   99240円 

94140円　　 106330円

17570円　　    19840円

  
 
４段階 

５段階 

６段階 

７段階 

８段階 

９段階 

10段階
 
11段階
 
12段階 

１段階

２段階

３段階

28240円 　　   31900円 

43930円 　　   49620円

100410円　　 113420円

106690円　　 120510円

112960円　　 127600円

 

れ

工事前の鳩ヶ谷公民館▶

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上150万円未満 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
150万円以上200万円未満 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上250万円未満  

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
250万円以上300万円未満  

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
300万円以上350万円未満 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が
350万円以上400万円未満 

本人は市民税非課税（世帯に課税者がいる）で、前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える
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