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それぞれの視点から最善の対策を講じていきます

兵庫県第六選挙区

01

（伊丹市･宝塚市･川西市）

http://www.m-ogushi.com/

国政報告

昭和 41 年生まれ。報徳学園高卒 (74 回 )。
東北大学工学部卒 ( 資源工学科 )、同大学
院修了 ( 工学修士 )。博士 ( 知識科学 )。
ＩＨＩ( 工業炉設計部 )、松下政経塾、大学
准教授などを経て現職。現在３期目。
厚生労働・文部科学・経済産業など幅広い
政策分野で活躍中。
専 門︓医療・福祉、教育政策など
家 族︓妻と二人暮し（猫一匹）
趣 味︓釣り、絵画、多肉植物
スポーツ︓高校まで剣道一筋
好きな食べ物︓カレー
座右の銘︓威ありて猛からず

地
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財政

雇用を維持し
暮らしを守る

積極的で効果的
な財政支出

感染症を抑えても暮らしが失
われては意味がありません。
経済活動と雇用を維持するこ
とは命を守ることと同じく重
要です。スピード感を持って
きめ細かな支援が行き届くよ
うに対策を講じていきます。

命と暮らしを守るため、非常
事態である今は積極的に財政
出動をおこなっています。し
かし、その使途は効果的なも
のでなければなりません。必
要なところに十分な手当がで
きるよう対応していきます。

令和 2 年度第 3 次補正で新たな対策が加わりました
自民党への入党のご希望、国政報告
会への参加希望など、お問い合わせ
は下記までお願い致します。
〒664 兵庫県伊丹市中央 1-2-6
-0851 グランドハイツコーワ 2-12
TEL:072-773-7601
FAX:072-773-7602
info@m-ogushi.com
自由民主党 兵庫県第六選挙区支部
ニューズレター
第 23 号（令和 3 年 3 月 1 日号）
頒布責任者︓浅井勝弘
伊丹市中央 1-2-6 グランドハイツコーワ 2-12
印刷者︓( 有 ) 弘栄堂印刷所
伊丹市中央 4-1-11

ニューズレター
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討議資料

オモテ（A3

各地域で逼迫している病床や宿泊療養施設等の確保ために緊急包括支援
交付金を拡充（1 兆 3,011 億円）しました。また、診療・検査医療機関
をはじめとした医療機関等における感染拡大防止等の支援（1,071 億円）
をおこないます。さらに、コロナの影響で経営が厳しい医療機関等の資
金繰り支援（1,037 億円）なども加えています。ワクチン接種については裏面へ
雇用を守る雇用調整助成金の日額上限 15,000 円を継続。さらに大企業
への助成率も 10/10 に引上げました。また、緊急事態宣言に伴い売上が
減少した事業者の皆さまへは一時支援金（法人最大 60 万円、
個人最大 30 万円）を拡充。さらに資金繰り対策として、実質
無利子融資の条件緩和と上限額を引上げました。 詳しくはこちらへ
今回の補正予算では新型コロナ感染症の拡大防止策として約 4.4 兆円を
措置。さらに自治体への支援として地方創生臨時交付金を 1.5 兆円拡充
しました。また、生活困窮者への支援として、緊急小口資金や
総合支援資金も継続するほか、住居確保給付金も延長します。
今後も状況を見ながらきめ細かく対応します。 詳しくはこちらへ
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命を守ることは何よりも優先
されます。そのための医療提
供体制が維持できるように、
重症者数・感染者数を減らす
あらゆる対策を講じています。
医療機関への支援もしっかり
とおこなっていきます。

お問い合わせ先

自由民主党 副幹事長
元 経済産業大臣政務官

雇用

医療提供体制
を維持する

23

大串まさき プロフィール
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医療

コロナ対策の三つの視点とその拡充
新型コロナワクチン接種について
補正予算による身近な事業

VOL.

新型コロナウイルス感染症対策の三つの視点

とみなさまをつなぐ架け橋です。

大串まさき
HdNZh

天

①谷折
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新型コロナワクチン接種について

補正予算による身近な事業

新型コロナウイルス感染症対策として、大きな期待が寄せられているのがワクチン
接種です。既に欧米を中心に接種が始まり、重症化を防いだり、発熱やせきなどの
発症を防ぐことが明らかになっています。我が国でも接種開始に当たって、ワクチ
ン等の確保に加え、流通体制の確保、接種順位の検討、接種体制の整備、副反応へ
の対応、安全対策など、多領域にわたる事前準備を進めています。

国の予算を使って、地域の利便性を高めたり安全を確保するさまざまな事業がおこ
なわれています。地元でも身近な道路事業など、国土交通省に関連する事業予算が
数多く確保されています。以下は、今回の第 3 次補正予算で確保された一例です。
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ワクチン

接種順位
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無料です
全額公費（無料）ですので
詐欺などにご注意下さい。
副反応の可能性があります
接種部位の腫れ・痛み、発
熱、頭痛などの副反応が起
こることがあります。

伊丹市︓山田伊丹線。市の南西部から中心
へ向かう道路整備でネットワーク強化に繋
がります。
9,845 万円

宝塚市︓宝塚大橋。橋梁長寿命化修繕計画
として、兵庫県全体で以下の予算を得てい
ます。
190,700 万円

川西市︓加茂下加茂排水区ポンプ場の老朽
化対策。豪雨災害から地域を守る雨水ポン
プです。
10,000 万円

宝塚市︓尼崎宝塚線小浜南。宝塚インター
の入口の混雑を緩和する工事で継続的に進
行中です。
9,450 万円

※本記載内容は変わる
可能性があります。
最新情報はこちら

全国民分のワクチンの確保を目指していますが、ワクチンは徐々に供給
が行われます。したがって、次のように一定の接種順位を決めて接種を
行っていきます。
医療従事者等※
高齢者への接種券配布

ワクチンの供給量等を踏まえ、
各グループ内でも年齢等によ
り、更に順位が細分化される
ことがあります。

接種体制
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注意

②谷折

ワクチンは、感染症に対する免疫をつけたり、免疫
を強めるために接種されます。これにより、個人の
発症・重症化予防や、社会全体での感染症の流行を
防ぐことが期待さます。令和３年前半までに全国民
に提供できる数量を確保することを目指し、現時点
では、米英の製薬会社から 3 億 1,400 万回分の供給
を受ける予定です。その他、保管用のフリーザーな
ども確保しました。さらに、一元的な情報管理を通
じて予防接種の効率的、かつ着実な実行を支援する
ためのシステム（V-SYS）を開発しています。
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※新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と頻繁に接する
業務を行うことから医療提供体制の確保のために必要となります。

高齢者（65 歳以上）
高齢者以外
への
接種券配布

基礎疾患を有する者
高齢者施設等の従事者

地域のさまざまな課題は地域の財源だけでは解決できないことがほとんどです。国
との連携の中で、必要な予算を確保していく必要があります。今後も、県や市と連
携しながら、地元の課題を国に繋いで着実に成果を出していきます。

上記以外の者

国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施されます。
円滑な接種を実施するため、概ね以下の分担を前提とし、必要な体制の
確保を図ります。
国の主な役割
●ワクチン、注射針・注射筒の
購入及び卸売業者への譲渡
●接種順位の決定
●ワクチンに係る科学的知見の
国民への情報提供
●健康被害救済に係る認定
●副反応疑い報告制度の運営

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

●地域の卸売業者との調整
●市町村事務に係る調整
●医療従事者等への接種体制
の調整
●専門的相談対応

●医療機関との委託契約、接種費用の支払
●住民への接種勧奨、個別通知
（予診票、接種券）
●接種手続等に関する一般相談対応
●健康被害救済の申請受付、給付
●集団的な接種を行う場合の会場確保

各市で対応準備中です
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ウラ（A3

編 集 後 記
コロナ対応ではお叱りを受けることが
多いのですが、緊急事態宣言の発出後、
少しずつ感染者数が減少傾向にありま
す。皆さまのご協力に感謝いたします。
しかし医療機関は未だに大変な状態で、
昔の教え子である看護師達から日々の
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苦労を聴いております。話の出来る野
党議員からも「こういう時は与党は大
変だな」と、励ましの言葉をいただき
ます。国難とも言える新型コロナウイ
ルス感染症の蔓延を収束させるため、
知恵を絞り、やれることは全てやる覚
悟で頑張ります。

