
 

横須賀市 11区
の得票数 の得票数

自由民主党 小泉進次郎 139,795 154,761
日本共産党 せと和弘 19,481 21,874
希望の党 真白リョウ 16,875 18,583

あくつ孝行 2,899 3,133

届出政党 候補者名

横須賀市 11区
の得票数 の得票数

自由民主党 小泉進次郎 133,179 147,634
日本共産党 林のぶあき 35,066 38,843

届出政党 候補者名
横須賀市 神奈川県 全国
の得票数 の得票数 の得票数

自由民主党 7万6669 133万3286 1855万5717
立憲民主党 3万716 93万1340 1108万4890
希望の党 2万6660 67万1041 967万7524
公明党 2万3467 42万4905 697万7712
日本共産党 1万2895 31万9174 440万4081
日本維新の会 5382 15万4043 338万7097
社会民主党 1949 4万8344 94万1324
幸福実現党 582 1万3520 29万2084

政党等名

横須賀市 神奈川 全国
の得票数 の得票数 の得票数

自由民主党 7万2944 145万631 1991万4883
立憲民主党 2万7096 94万1783 1149万2094
公明党 2万4070 46万0450 711万4282
日本維新の会 1万6081 53万0707 805万0830
日本共産党 1万2759 31万5577 416万6076
国民民主党 6995 21万8791 259万3396
れいわ新選組 6495 18万1280 221万5648
社会民主党 3026 7万9372 101万8588
ＮＨＫと裁判 2652 6万8423 79万6788

政党等名

8 月に大幅に感染が拡大していた新型コロナの

感染者が 10 月以降激減し、11 月 4 日の新規陽性

者は県内で 22 人となっています。これに伴いこ

れまで県が飲食店などに出していた時短要請や酒

類の提供停止なども全面的に解除されました。
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10 月 31 日の総選挙において、日本共産党は比

例で 9 議席、小選挙区で 1 議席を得ましたが、前

回からは 2議席減となりました。特に南関東ブロッ

クでは、はたの君枝衆議院議員の議席を失うこと

となりました。

この結果については、多くのみなさんからのご

意見を伺いながら、総合的に総括して、次に向け

て取り組みたいと思います。

市民と野党の共闘については、小選挙区で大き

な効果を発揮したと思います。

自民党は前回総選挙で小選挙区 219 議席でした

が、今回は 189 議席と 30議席減らしました。維新

が小選挙区で 13 議席増だったことなどを考慮して

も、市民と野党の共闘が大きな効果をもたらした

ことは間違いありません。

今後も市民と野党の共闘を広げていきたいと思

います。

E-mail CQW23040@nifty.ne.jp

ブログ http://isaka.jcpweb.jp/

市民と野党の共闘について

2021 年総選挙での各政党の比例代表選挙の獲得票

2017 年総選挙での各政党の比例代表選挙の獲得票

2021 年総選挙での小選挙区神奈川 11 区の各候補の獲得票数

2017 年総選挙での小選挙区神奈川 11 区の各候補の獲得票数

全ての時短要請などが解除



しかし、今後の感染拡大を防ぐためにマスクの

着用や多人数での会合は避けることなど、これま

での基本的な感染対策を引き続き行うように市民・

県民にお願いしています。

感染が少なくなっている今こそ医療と保健所の

体制強化が必要です。本会議の一般質問では、石

田議員(川崎市高津区)が、保健所の体制強化につ

いて質問しました。

保健所は、コロナ禍において、積極的疫学調査、

ＰＣＲ検査、クラスター対策などの他、陽性者の

一人一人に電話して、基礎疾患の有無や症状など

を聞き取るなどの業務も担っています。

新規感染者が急増している時には、県の本庁か

らの応援職員や人材派遣会社からの派遣職員を入

れて対応しましたが、それでも業務量が多く、残

業などが非常に多くなりました。

過労死ラインの月 80 時間以上の時間外勤務を

した保健師は、2020 年度の延べ 66 人でした。さ

らに、100 時間超えは 2020 年 12 月が 13 人、21

年１月は 9 人。もっとも時間外勤務が多かった方

は、8 月に月 198 時間、次が 10 月に月 182 時間、

次が 4 月に 162 時間と、過労死ラインの倍以上も

働いていました。

私たちは、このような状況を抜本的に改善する

ために、以前から保健師の増員を求めてきました。

2021 年度の県所管域の保健師は、2020 年度よ

り常勤が 1 人減って 82 人、非常勤は 10 人増えて

25 人になりました。

しかし、抜本的な改善を図るためには、常勤保

健師の増員が必要であるため、知事に常勤保健師

の増員を求めました。

知事は、来年度に向け保健師 20 名を募集し、

そのうち一部を 10 月に前倒しして採用したこと。

来年度以降も保健師の計画的な採用を行うなど、

人材確保に取り組み保健所の体制強化の方向性を

示しました。

質問では、墨田区の重症化させない体制づくり

を取り上げました。墨田区では保健所が中心にな

り、毎日、体調の異変、血中酸素飽和度、不安な

ことなどを聞き取り、異変があった場合は保健所

の指示で医師や看護師が往診し、自宅で酸素投与、

ステロイド医療を行うとのことです。

コロナ前の保健所の感染症担当職員は 10 人で

したが、2020 年 4 月からは派遣保健師や応援職員

含めて 100 人体制とし、自宅療養者に頻繁に連絡

を取ったことで、医療現場への負担を減らすこと

ができました。このような取組みを参考にするこ

とが大切です。

11 月 25 日から第 3 回定例会の後半が始まりま

す。日程は以下の通りですので、ぜひ、傍聴など

をよろしくお願いします。
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11/25(木) 議会運営委員会 10 時半～

本会議 知事提案説明 13 時～

11/30,12/1,2

本会議 代表質問 13 時～

12/6,7 本会議 一般質問 10 時半～

12/9(木)、総務政策、防災警察 10 時半～

国際文化観光・スポーツ、環境農政

12/10(金) 厚生、産業労働、 10 時半～

建設・企業、文教

12/13(月) 特別委員会 10 時半～

12/14(火) 全常任委員会 10 時半～

12/16(木) 議会運営委員会 10 時半～

12/17(金) 議会運営委員会 10 時半～

本会議 議案の採決 13 時～

※ 日程はすべて予定です。詳しくは議会局まで。

第 3 回定例会後半の主な日程

第３回定例会の後半が開会

第 3 回定例会での一般質問

墨田区の取組みを参考に

医療・保健所体制の強化を


