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■現在の各自治体の対応（各市ホームページなどから）
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〝いのち〟
と〝くらし〟を
託せる政治実現！

【寝屋川市】
60歳以上の方の予約は順次受け付けていますが、59歳以下の方に
関しては、予約開始時期は延期となっています。可能になれば、
市からハガキが到着します。このハガキがなければ、オンライン
予約（集団）、各医療機関（個別）での予約はできません。
【門真市】
64歳以下の方については、基礎疾患のある方などで市の集団接種
の事前登録をした人から予約受付を開始します。その他の64歳以
下の方（既に接種券は発送されています）についての予約開始日
は、今後、お知らせがなされます。
【守口市】
52歳から54歳の方で通知が届いた方、65歳未満で基礎疾患があ
り、事前登録を済ませて守口市から予約受付開始の通知が届いた
方が、集団接種予約の新たな対象となります。52歳未満の方は今
後、通知が届きます。
65歳以上の方で予約が未だできていない方については、往復はが
きで集団接種予約ができます。
門真中央支部

果を出した野党共闘︵立
憲・共産・社民など︶の
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けいはん医療生協では、地域住民のみなさまを新型コロナウイル
ス感染症の被害から守るために、各診療所が各自治体の指導の下、
ワクチン接種にとりくんできましたが、現在、全国的にワクチンが
不足しているため、新規の予約が行えない自治体もあります。今後
も、ワクチン接種に向けて、大阪府や各自治体と連携しながら努力
していきます。
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