
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度当初予算の概要 

  

令和 3 年度当初予算の歳出合計・・・約 106 兆 6,097 億円（前年比 3.8％増） 

令和 2 年度３次補正予算と合わせ、感染拡大防止に万全を期しつつ、中長期的な課題

（デジタル社会・グリーン社会、活力ある地方、少子化対策など全世代型社会保障制

度）などにも対応する予算となっています。 

≪主要経費の概要≫ 

「社会保障関係費」・・・約 35 兆 8,421 億円（前年比 0.4％増） 

新型コロナウイルス感染症への対応を引き続き推進すると共に、「骨太方針」を堅持し社会保

障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加分におさめるという方針を達成しています。ま

た、介護職員の処遇改善にも配慮した報酬改定（＋0.70％・196 億円）、障害福祉サービス

等報酬改定（＋0.56％・86 億円）の実施に必要な経費は確保されており、毎年薬価改定の

実現により実勢価格の下落を反映して国民負担の軽減が図られています。また、後期高齢者

医療の自己負担割合の見直しなどの制度改革と併せて、子育て世代等に向けた少子化対策の

推進に基づく保育の受け皿の整備（602 億円）、不育症の検査・がん治療に伴う不妊に係る

支援（23 億円）等も措置されています。 

「公共事業費」・・・約 6 兆 695 億円（前年同） 

流域全体での治水対策や新技術を活用した老朽化対策など、防災・減災、国土強靱化に対応

できる予算が措置されています。また、国庫債務負担行為（２カ年国債、ゼロ国債）の活用

を拡充する中で、公共工事の施工時期を更に平準化することができます。 

「防衛費」・・・約 5 兆 3,235 億円（前年同） 

防衛装備品の全般にわたり、重要度の低下した装備品の運用停止や長期契約の活用、原価の

精査等調達の最適化を図ることにより、－4,168 億円の効率化・合理化を実現しています。 

「予備費」・・・5 兆円 

頻発化、激甚化している自然災害や新型コロナウイルス対策等、不測の事態に備えるため 

に措置されています。 

「地方交付税交付金等」・・・15 兆 9,489 億円（前年比 0.9％増） 

地方公共団体の財政運営に支障をきたすことのないよう必要額が措置されています。 

「国債費」・・・約 23 兆 7,588 億円（前年比 1.7％増）  

  

新型インフルエンザ特別措置法等の改正    
これまでは飲食店などの事業者へ営業時間変更要請や感染者の療養・

入院については「要請」しかできませんでしたが、この改正によって「要

請」に応じなければ、「命令」をすることができ、それでも従わない場合

は行政罰（過料）を科すことが可能となりました。 

法改正については、拙速かつ、行政罰（過料）は厳し過ぎる、また、

検査忌避や感染の隠蔽、差別が助長される等のご指摘を頂いており、運

用面では慎重を期す必要がありますが、今回の改正はこれまでの、蓄積

した現場の声を反映し成立したものです。  

また、罰則（過料）については国会の付帯決議で「国民の権利が不当

に侵害されることがないよう慎重に運用すること」等の旨が付されてい

ます。更に、不服申し立て等の国民の権利を保障する仕組みにもなって

います。加えて、協力して頂く事業者に対する財政支援は周知の通りこ

れまでも行ってきましたが、経営への影響の度合いを勘案して必要な支

援を国や自治体に対して努力義務を課しています。また、初めから「命

令」や「罰則」ではなく、「要請」、「命令」を経て「行政罰」という段階

を踏むことになっています。 

 緊急事態宣言等による飲食店等への時短や感染防止対策は事業者には

経済的に大きな負担となっていることは十分承知しています。しかしな

がら、法改正の趣旨は何よりも従業員を含む事業者自身や関係者、国民

の命を守ることが目的なのです。

未来予想図   
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国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策 

地元の皆様にご無沙汰をお詫び申し上げると共に、日頃のご厚情に感謝申し上げます。 

さて、１月１８日から第２０４回通常国会が開会され、新型コロナウイルス対策の要

となる令和３年度予算案が成立致しました。同時に、新型インフルエンザ特別措置法改

正案が可決され、感染防止対策の実効性が高まると思われます。 

今月より医療従事者以外の方々への新型コロナワクチンの接種が開始されます。ワク

チンは重症化を防ぐ効果が期待されており、接種が進めば感染状況は落ち着いてくると

思われます。海外からのワクチン輸入に頼らざるを得ない日本にとって、全国民分のワ

クチンの確保は最大の課題でありますが、一日も早い普及に向けて全力で取り組んで参

ります。 

今後も、新型コロナ対策を充実させると共に、打撃を受けた経済や社会システムを一

日も早く復旧できるよう、全力で職務に精励して参ります。 

 

実効性が高まる 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一人で悩まないでください。政治・法律・生活相談等、ご相談がありましたらいつでもお気軽にお声をおかけください。 

ワクチンの効果 
今回新たに承認されたワクチンは２回

の接種で、95％の有効率で、発熱やせき

等の症状が出ることを防ぐ効果が認めら

れています。 

従来のインフルエンザワクチンの有効

率が40～60％と報告されていることを

考えると、高い効果が期待されます。 

接種を受ける際の同意 
新型コロナウイルス感染症のワクチンの

接種は、強制ではありません。しっかり情

報提供を行ったうえで、接種を受ける方の

同意がある場合に限り接種が行われます。

予防接種を受ける方は、予防接種による感

染症予防の効果と副反応のリスクの双方

について理解した上で、自らの意志で接種

を受けて下さい。 

ワクチンの副反応 
ワクチンの接種後、打った部位の腫

れ・痛み、発熱、頭痛などの副反応が

起こることがあります。重篤なものは

極めて稀ですが、ワクチンによる何ら

かの副反応が起こる可能性はゼロでは

ありません。 

承認された新型コロナウイルスのワ

クチンを２回接種後に、打った部位の

痛みが約 80％に、また、37.5 度以

上の発熱が 33％、疲労・倦怠感が約

60％の方に認められています。 

米国では、ワクチンの接種による急

性のアレルギー反応であるアナフィラ

キシーが100万人に５人程度報告さ

れています。我が国でも、ワクチン接

種後に会場で一定時間様子を見て、万

が一アナフィラキシーが起こっても、

医師や看護師が必要な対応を行うこ

ととしています。 

なお、アナフィラキシーは、サルフ

ァ剤や卵など、何らかのアレルギーが

ある人や、過去にアナフィラキシーを

起こしたことがある人に多くみられる

ことが分かっています。アレルギーを

お持ちの方や、接種にご不安な方は主

治医に相談して下さい。 

副反応が起きた場合の予防接種健
康被害救済制度 
一般的に、ワクチン接種では、副反応

による健康被害（病気になったり障害が

残ったりすること）が、極めて稀ではあ

るものの、なくすことができないことか

ら、救済制度が設けられています。 

救済制度では、予防接種によって健康

被害が生じ、医療機関での治療が必要に

なったり、障害が残ったりした場合に、

予防接種法に基づく救済（医療費・障害

年金等の給付）が受けられます。 

新型コロナワクチンの接種について

も、健康被害が生じた場合には、予防接

種法に基づく救済を受けることができま

すので、東大阪市にご相談下さい。 

接種が受けられる時期 
 医療従事者等への最初の接種が2月17

日から始まっています。その後、高齢者、

基礎疾患を有する方等の順に接種を進め

ていく見込みです。なお、高齢者（約3,600

万人）への接種の開始は、早くても４月12

日から開始される予定です。 

 

接種が受けられる場所 
 原則、住民票所在地の市町村の医療機関や接種会場となります。インターネット

で、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すための、接種総合案

内サイトを設置する予定です。 

 東大阪市の接種会場(集団接種) 

  ・四条図書館２階   東大阪市南四条町 1-1 

  ・花園ラグビー場   東大阪市松原南 1-1-1 

  ・ヴェル・ノール布施 東大阪市長堂 1-8-37（１階・２階部分） 

  ・東大阪市役所本庁舎 東大阪市荒本北 1-1-1（１階多目的ホール） 

 医療機関(個別接種) 

   接種可能医療機関は今後公表予定 

なお、以下のような事情のある方は、住所地以外でワクチンを受けて頂くことが

できる見込みです。   

・入院、入所中等の理由で住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方 

・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 

・お住まいが住所地と異なる方 

・医療従事者等の方の接種場所は勤務先からお知らせする予定 

接種を受けるための手続き 
1. 市町村から「接種券（クーポン券）」

と「新型コロナワクチン予防接種の

ご案内」が届きます。 

2. ご自身で接種可能な時期が来たこ

とをご確認ください。 

3. ワクチンを受けることができる医療

機関や接種会場をお探しください。 

4. 電話やインターネットで予約をして

ください。 

5. ワクチンを受ける際には、市町村よ

り郵送される「接種券（クーポン

券）」、「予診票」、「本人確認書類（運

転免許証、健康保険証など）」を必

ずお持ちになってください。 

 

 

 

〖住 所〗東大阪市荒川１-１３―２３ 

〖電 話〗０６-６７２６-００９０ 
〖ＦＡＸ〗０６-６７２６-００９１ 

〖ホームページアドレス〗 

http://www.kouichi-munekiyo.com/ 
〖メルマガ〗 

3k-munekiyo@j-nop.co.jp へ空メール 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

自由民主党大阪府第十三選挙区支部 

衆議院議員 むねきよ皇一事務所 

 

宗清 皇一［むねきよ こういち］     Profile  
■昭和 45 年  東大阪に生まれる 
■昭和 58 年  東大阪市立・玉川小学校卒業 
■昭和 61 年  東大阪市立・玉川中学校卒業 
■平成元年   大阪府立・花園高等学校卒業 
■平成 6 年  龍谷大学・文学部・文学科英文学卒業 
        民間企業勤務 
■平成 9 年  塩川正十郎先生に秘書として仕える 
■平成 19 年  大阪府議会議員選挙 初当選（連続 2 期当選） 
■平成 26 年  第４７回衆議院議員総選挙 初当選（現 2 期目） 
■令和 2 年  経済産業大臣政務官 
        内閣府大臣政務官（2025 大阪万博担当） 

 

むねきよ LINE 

YouTube 

２回/月程度、国政の情報
を配信しています！ 
登録をお願いします。 

LINE ID 
＠munekiyo 

政策や制度、サービスの活用方法などを解説
しています。ご活用ください。 

ワクチンの接種費用

は、全額公費のため、 

無料です。 

http://www.kouichi-munekiyo.com/
mailto:3k-munekiyo@j-nop.co.jp

