
 

  

 

 

    

    

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民の命と健康を守り抜く。まずは「安心」を取り戻すため、世界で猛

威をふるい、我が国でも深刻な状況にある新型コロナウイルス感染症を

１日も早く収束させます。 

 

■医療体制の確保 

新型コロナ対応の医療機関に派遣される医師や看護師への支援額の倍増

や、新型コロナ患者受け入れの病床確保に対する支援、診療報酬の特例

評価をはじめ、あらゆる方策を尽くし、医療体制の確保を強力に進めて

いきます。 

 

■中小企業支援「雇用の維持」                                  

雇用調整助成金の特例措置の拡充、産業雇用安定助成金、新型コロナウ

イルス感染症対応休業支援金・給付金等を支給し、新型コロナウイルス

感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされる中、休業、教育訓

練や出向により従業員の雇用維持を図る事業主への支援を行います。 

 

■中小企業支援「事業の継続」 

（一時支援金、事業再構築補助金、実質無利子・無担保融資） 

新型コロナウイルスの影響による厳しい経済状況の中で、事業が継続で

きるように、一時支援金（最大で 60 万円）や事業再構築補助金（最大

で１億円）、実質無利子・無担保融資（最大で 6,000 万円）などの対策

を実施しています。 

 

■自治体への支援 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図

るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を

実施できるよう支援して参ります。また、地方創生臨時交付金に設けた

「協力要請推進枠」により感染拡大に対する都道府県による営業時間短

縮要請やそれに伴う協力金の支払い等の機動的な対応を支援して参りま

す。

■携帯電話料金の大幅な値下げ 

主要国で２番目の安さを実現しました。携帯電話は、国民の生活必需品

であり、国民の生命・財産を守り、社会経済活動を支える重要インフラ

です。国際的に見ても遜色がなく、国民利用者にとって分かりやすく納

得のできる料金・サービスを実現し、低廉で多様なサービスの中から自

らのニーズに合ったものを利用できる環境整備を更に進めます。 

また、携帯電話が大幅に値下げになることで、可処分所得を引き上げる

効果もあります。 
 
■不妊治療の充実 

不妊治療についても今年の１月から大幅に助成制度が拡充しています。

来年４月から保険適用がスタートすると共に、不妊治療休暇の導入、不

育症の治療助成、男性育休が積極的に取得できるなどの環境整備も進み

ます。 
 
■教育環境の充実 

小学校については、「40 人学級」から「35 人学級」は、実に 40 年ぶ

りの大改正です。教育現場からも高い評価の声を頂いています。また、

子供たちの希望や発達段階に応じて遠隔・オンライン教育が活用できる

よう、ICT 環境整備をはじめとした取組を迅速に進めてまいります。 
 
■デジタル庁設置 

9 月 1 日にデジタル庁を創設し、組織の縦割りを排し、国全体のデジタ

ル化を主導します。国民全員が行政手続きなど、デジタル化の利便性を

享受することで、1 人 1 人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ

る、多様な幸せが実現できる社会を目指します。 
 
■グリーン社会の実現 

2050 年カーボンニュートラルを宣言しました。もはや環境対策は経済

の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産性を向上

させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出す、その鍵となるもので

す。まずは、政府が環境投資で大胆な一歩を踏み出します。 
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加藤官房長官へワクチンに関する要望 CO2 回収・貯蓄施設の視察 コロナワクチン集団接種会場の視察 東大阪で活躍されている企業訪問 

 いつもお世話になり有難うございます。また、日夜、新型コロナウイルス

との戦いに力を尽くして頂いている方々に心から感謝を申し上げます。 

さて、菅内閣が発足してから約 10 カ月が経過しましたが、新型コロナウ

イルス対策を最優先し、皆様が安心した日常を取り戻せることを目標に取り

組んできました。当初、遅れが指摘されたワクチン接種も防衛省等による大

規模接種センターや職域での接種が進むことで、希望する全ての国民の接種

が 10月～11月までに完了する道筋が見えてきました。今後は、地域の医療

関係者とも連携し、64歳以下の方々への接種も加速させて参ります。また、

コロナ後の経済再生に向けて、グリーン社会の実現やデジタル化の加速、ま

た、感染症対応の医療供給体制及びワクチン開発・生産の体制強化、人材へ

の投資、成長分野への労働移動、事業再構築等に向けて全力を尽くします。 

経済産業大臣政務官 

内閣府大臣政務官（万博担当） 

自由民主党 衆議院議員 

新型コロナウイルス対策 公約→実行→実現 
 

国民のために働く内閣 政策集 
 

活動報告 



 

 

１ 東大阪市 集団接種会場・個別接種会場   

対象者：12 歳以上の方で、東大阪市から送付された接種券を持ってい

て、今回が１回目の接種である人。 

「集団接種会場」  

予約・接種スケジュール：東大阪市ホームページをご覧ください。 

予約方法：インターネット（特設サイト）か電話で予約下さい。 

     詳しくは、接種券と同封の案内をご覧ください。 

   会場：・旧東部地域仮設庁舎 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 

・東大阪市役所本庁舎 東大阪市荒本北 1-1-1 

専用お問合せ：06(7668)0485 

（月・金 9 時～20 時、土日祝 9 時～17 時 30 分） 

「個別接種会場」 

個別接種医療機関については、準備が整った医療機関より受

付開始しますので、接種が可能な医療機関に直接電話で予約

をしてください。なお、医療機関名については東大阪市のホ

ームページをご覧ください。 

※集団接種と個別接種は予約方法が異なります。 

※1 回目と 2 回目はできるだけ同じ会場で接種してください。 

 

２ 自衛隊大阪大規模接種センター（大阪センター） 

対象者：18 歳以上の方で、自治体から送付された接種券を持っていて、今

回が１回目の接種である方。 

予約方法：専用Ｗeb サイト、ＬＩＮＥ、予約窓口（電話）で予約下さい。 

※2 回目も自衛隊大阪大規模接種センターでの接種となります。 

（1 回目終了時に会場にて 2 回目の予約を案内します） 

会場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） 

専用お問合せ：0570-080-770（土日祝を含む 7 時～21 時） 

 

3 大阪府コロナワクチン接種センター 

対象者：府内に住民票のある 18 歳以上の方で、自治体から送付された接

種券を持っている方。また、今回が１回目の接種である方。 

予約方法：専用ＷＥＢサイト、ＬＩＮＥで予約下さい。 

※2 回目も大阪府コロナワクチン接種センターでの接種となります。 

（1 回目終了時に会場にて 2 回目の予約を案内します） 

会場：マイドーム大阪 

専用お問合せ： 06-6442-6000 

（土日祝を含む 8 時 30 分～21 時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクチン接種に対する「デマ」に注意 

デマとして、「安全性が確立されていない」「不妊や流産を引き

起こす」「遺伝子操作をされる」などがありますが、河野ワクチ

ン担当大臣よりそれらは科学的根拠がないとの発表がありまし

た。これまでのところ安全性への重大な懸念は生じていません。

接種のメリットが、副反応などのデメリットを上回っているた

め、接種をお勧めしています。 

情報源が明確で、信頼のおける機関からの情報を得て判断をし

て頂きますようお願いします。 

ワクチンの副反応について 

ワクチンの接種後、打った場所の腫れ・痛み、発熱、頭痛など

の副反応が起こることがありますが、副反応により後遺症など

を残すことはありません。反応は個人差がありますが、念のた

め接種当日と翌日の予定は無理をしない程度にしておくことが

必要です。症状緩和のために鎮痛剤を服用していただくことも

可能です。 

また、副反応とワクチン効果は関係がないことが分かりました。

副反応がないからと言って、ワクチン効果がないことではあり

ません。 

接種を受ける際の費用は全額公費で接種を行うため、無料です。 ワクチン接種のご案内 

 
 

接種時の救急措置について 

各接種会場では、接種後最もアナフィラキシー反応が出やすい

15～30 分間は会場内で待機をして頂き、看護師が体調変化に

ついて注意深く観察をしています。 

体調急変などに対応できる体制を万全に整えており、必要時に

は救急搬送により、適切な処置を行っております。 

皆様には安全に接種を受けて頂くため、持病がある方は主治医

に接種可能か確認をお願いします。 

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。 

 

 

 

〖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  塩川正十郎衆議院議員の公設秘書 
■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。ぜひご覧ください。 

ワクチン接種会場から 

ワクチン普及に際して、圧倒的に人員が不足していることを知り、看

護師の資格を有していることから、今回ワクチン接種集団会場にて従

事することを志願し、従事しています。様々な職種の方がチームとな

り、接種業務を行っていますが、全員が「ワクチンを早く、安全に多

くの人に届けたい」という同じ思いで業務を行っています。 

ワクチンや副反応に対して不安がある方もいるでしょう。不安を抱え

たままでもかまいません。接種するかを決められずにいてもかまいま

せん。ワクチン接種の予約をして、接種会場に来てください。医師や

看護師、薬剤師が皆様の不安やご質問にお答えします。接種をする前

にご意思を確認しますので、納得の上、接種をしていただければ幸い

です。 

ワクチン接種は、そのご本人の命を守るだけのものではなく、皆様が

協力していただければ社会全体から新型コロナ感染者をなくすことが

できます。私たちはご協力頂いたことに、とても感謝をしています。 

一日も早くワクチンが普及し、新型コロナ感染者がなくなる日を切に

願っております。 

家内 宗清 美登里 

東大阪市 
ホームページ 

個別接種が 
できる医療機関 

ファイザー社製 

モデルナ社製 

モデルナ社製 

64 歳以下の接種 
が開始されました 

＊接種会場（モデルナ製とファイザー製）によって接種を受けることができる年齢

が異なりますのでご注意下さい。 

＊既に職域接種が始まっておりますが、職域接種については、自治体から送られる

接種券は必要ありません。 

大阪センター 

大阪府コロナワク
チン接種センター 

ワクチン接種普及のために 

近畿大学 世耕弘成理事長に学校関

係者へのワクチン接種と並行して、

地元商店街関係者へのワクチンの接

種を要望し、実現の目途がつきまし

た。 

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

