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「緊急ＦＡＸ要請」の取り組みについて

 日頃のご奮闘に心から敬意を表します。

 現在、衆院厚生労働委員会において医療介護総合確保推進法案の審議が本格化しています。今の

ところ与党は、５月１２日の地方公聴会、１３日の参考人質疑を経て、５月１４日には衆院厚生労

働委員会、衆院本会議での法案採決を主張しています（８日現在）。計１９本もの法案を十把一絡げ

にし、十分な審議を何ら保障しないまま採決をゴリ押ししようとする政府・与党の暴走を断じて許

すことはできません。

 国会は緊迫した情勢を迎えています。すでに提起している国会前座り込み、厚生労働委員会の傍

聴行動、５月１４日・２８日に予定している国会議員要請行動ひとつひとつを大きく成功させ、医

療介護総合確保推進法案撤回、介護保険改悪中止の世論を広げ、国会を包囲することが大変重要に

なっており、各県連での格段の対応強化を改めてお願いする次第です。

 併せて、総合確保推進法案の撤回、介護保険改悪中止を求める現場、利用者の声を衆・参厚生労

働委員、地元選出国会議員に介護現場から直接発信することを目的に、以下の通り「緊急ＦＡＸ要

請行動」を提起します。ご対応よろしくお願いいたします。

記

○ 医療介護総合確保推進法案、介護保険改悪に対する介護現場、利用者の声・意見を直接個々の国

会議員に届ける取り組みです。

○ 対象は、① 衆・参厚生労働委員、② それぞれの地元選出の国会議員です。

★ 名簿（衆・参厚生労働委員 2014年4月7日時点）を添付しますのでご活用ください。 

○ 別添要請書に、要支援者をはじめとする利用者の介護・生活実態や本人・スタッフの意見、「医

療介護総合確保推進法案撤回、介護保険改悪中止を！」の声を発信しましょう。

（なお、全日本民医連としてとりまとめた「予防給付見直しによる影響調査結果」は、全厚生労

働委員をふくむ衆・参の国会議員全員に郵送しています。）

※ 本通達に関するお問い合わせ・連絡先

  全日本民医連介護･福祉部（担当  吉澤・諏佐） 

℡：03-5842-6451 E-mail：min-kaigo@min-iren.gr.jp



介護保険制度の改悪中止を求めます 

現在、要支援者の訪問介護、デイサービスを、費用を切り下げた市町村の事業に移すという介護保険の見直し案が

審議されています。要支援者は、訪問介護やデイサービスを定期的に受けながら在宅での生活を続けています。もし

ヘルパーの訪問介護をうけられなくなったり、ボランティアに切り替わることになれば、一人暮らしをはじめ多くの要支援

者が今までの生活を続けられなくなります。見直しでは、その他に特養ホームの入所者を原則要介護３以上に限定した

り、低所得の施設入所に対する居住費・食費の軽減制度の要件を厳しくすることなども盛り込まれており、利用者や家

族、介護現場にとっては新たな困難をもたらす改悪です。 

しかも、今回の介護保険制度の見直しが、医療もふくめた１９本もの法改正を一本化した「医療介護総合確保推進法

案」の中で一気に処理されようとしていることは重大です。十分な審議がされないまま採択されることには到底納得でき

ません。 

以下の点を求めます。

１ 医療介護総合確保推進法案を撤回してください 

２ 介護保険制度の改悪を中止し、利用者・介護現場の実態をふまえ、制度の抜本的な改善をはかって下さい

★ 私のひとこと 

氏名 住所または事業所名



会館 部屋 氏　名 ふりがな 会派 選 挙 区 会館TEL 会館FAX 備　考

第1 521 船橋　利実 ふなはし　としみつ 自民 北海道1 03-3508-7102 03-3508-3402

第2 920 高橋 ひなこ たかはし　ひなこ 自民 比･東北（岩手1） 03-3508-7021 03-3508-3821

第1 820 大久保 三代 おおくぼ　みよ 自民 比･東北（宮城5） 03-3508-7493 050-3730-0513

第2 904 高橋　千鶴子 たかはし　ちづこ 共産 比･東北 03-3508-7506 03-3508-3936

第2 201 丹羽　雄哉 にわ　ゆうや 自民 茨城6 03-3508-7039 03-3508-3839 理事

第1 911 村井　英樹 むらい　ひでき 自民 埼玉1 03-3508-7467 03-3508-3297

第1 724 豊田 真由子 とよた　まゆこ 自民 埼玉4 03-3508-7326 03-3508-3326

第2 522 三ッ林 裕巳 みつばやし　ひろみ 自民 埼玉14 03-3508-7416 03-3508-3896

第2 805 新谷　正義 しんたに　まさよし 自民 比･北関東 03-3508-7604 03-3508-3984

第1 304 上野 ひろし うえの　ひろし 維新 比･北関東（群馬1） 03-3508-7302 03-3508-3302 理事

第1 924 輿水　恵一 こしみず　けいいち 公明 比･北関東 03-3508-7070 03-3508-3850

第1 1122 白須賀 貴樹 しらすか　たかき 自民 千葉13 03-3508-7436 03-3508-3916

第1 302 松 本　純 まつもと　じゅん 自民 神奈川1 03-3508-7705 03-3508-3455 理事

第1 424 阿部　知子 あべ　ともこ 無 比･南関東（神奈川12） 03-3508-7303 03-3508-3303

第2 407 堀内　詔子 ほりうち　のりこ 自民 比･南関東（山梨2） 03-3508-7487 03-3508-3367

第2 723 中島　克仁 なかじま　かつひと みん 比･南関東（山梨3） 03-3508-7423 03-3508-3903

第2 502 古屋　範子 ふるや　のりこ 公明 比･南関東 03-3508-7629 03-3508-3259 理事

第2 706 長 妻　昭 ながつま　あきら 民主 東京7 03-3508-7456 03-3508-3286

第2 310 赤枝　恒雄 あかえだ　つねお 自民 比･東京 03-3508-7601 03-3508-3981

第2 923 金子　恵美 かねこ　めぐみ 自民 新潟4 03-3508-7272 03-3508-3722

第1 1214 高鳥　修一 たかとり　しゅういち 自民 新潟6 03-3508-7607 03-3508-3987

第1 704 後藤　茂之 ごとう　しげゆき 自民 長野4 03-3508-7702 03-3508-3452 委員長

第1 624 北村　茂男 きたむら　しげお 自民 石川3 03-3508-7160 03-3508-3710 理事

第2 214 田畑　裕明 たばた　ひろあき 自民 富山1 03-3508-7704 03-3508-3454

第2 1004 小 松　裕 こまつ　ゆたか 自民 比･北陸信越（長野1） 03-3508-7515 03-3508-3945

第2 304 永山　文雄 ながやま　ふみお 自民 比･北陸信越 03-3508-7036 03-3508-3836

第1 422 今枝 宗一郎 いまえだ　そういちろう 自民 愛知14 03-3508-7080 03-3508-3860

第2 909 重徳　和彦 しげとく　かずひこ 維新 比･東海（愛知12） 03-3508-7910 03-3508-3285

第1 923 大西　健介 おおにし　けんすけ 民主 比･東海（愛知13） 03-3508-7108 03-3508-3408

第2 807 中根　康浩 なかね　やすひろ 民主 比･東海 03-3508-7527 03-3508-3973

第2 604 田中　英之 たなか　ひでゆき 自民 京都4 03-3508-7007 03-3508-3807

第1 805 山井　和則 やまのい　かずのり 民主 京都6 03-3508-7240 03-3508-8882 理事

第1 1002 とかしき なおみ とかしき　なおみ 自民 大阪7 03-3508-7277 03-3508-3727 理事

第1 1016 足立　康史 あだち　やすし 維新 大阪9 03-3508-7100 03-3508-6410

第1 413 浦野　靖人 うらの　やすと 維新 大阪15 03-3508-7222 03-3508-3222

第1 616 大串　正樹 おおぐし　まさき 自民 兵庫6 03-3508-7191 03-3508-3621

第1 1112 清水 鴻一郎 しみず　こういちろう維新 比･近畿（京都3） 03-3508-7712 03-3508-3241

第2 607 井坂　信彦 いさか　のぶひこ 結い 比･近畿（兵庫） 03-3508-7620 03-3508-3250

第2 719 山下　貴司 やました　たかし 自民 岡山2 03-3508-7057 03-3508-3857

第1 1009 中川　俊直 なかがわ　としなお 自民 広島4 03-3508-7295 03-3508-3505

第1 514 あべ　俊子 あべ　としこ 自民 比･中国（岡山3） 03-3508-7136 03-3508-3436

第2 1217 柚木　道義 ゆのき　みちよし 民主 比･中国（岡山4） 03-3508-7301 03-3508-3301

第1 801 桝屋　敬悟 ますや　けいご 公明 比･中国 03-3508-7153 03-3508-3703

第2 216 古 賀　篤 こが　あつし 自民 福岡3 03-3508-7081 03-3508-3861

第2 410 金子　恭之 かねこ　やすし 自民 熊本5 03-3508-7410 03-3504-8776 理事

衆議院　厚生労働委員　　１４０４



部屋 氏　名 ふりがな 会派 選挙区 会館TEL 会館FAX 備　考

522 滝 沢　求 たきさわ　もとめ 自民 青森 03-6550-0522 03-6551-0522

312 大沼 みずほ おおぬま　みずほ 自民 山形 03-6550-0312 03-6551-0312

718 古川　俊治 ふるかわ　としはる 自民 埼玉 03-6550-0718 03-6551-0718 理事

915 小西　洋之 こにし　ひろゆき 民主 千葉 03-6550-0915 03-6551-0915

415 島 村　大 しまむら　だい 自民 神奈川 03-6550-0415 03-6551-0415

413 武見　敬三 たけみ　けいぞう 自民 東京 03-6550-0413 03-6206-1502

1012 薬師寺 みちよ やくしじ　みちよ みん 愛知 03-6550-1012 03-6551-1012

510 東　　　徹 あずま　とおる 維新 大阪 03-6550-0510 03-6551-0510

311 森本　真治 もりもと　しんじ 民主 広島 03-6550-0311 03-6551-0311

518 大家　敏志 おおいえ　さとし 自民 福岡 03-6550-0518 03-6551-0518

613 足立　信也 あだち　しんや 民主 大分 03-6550-0613 03-6551-0613

403 石井 みどり いしい　みどり 自民 比例 03-6550-0403 03-5512-2206 委員長

714 高階 恵美子 たかがい　えみこ 自民 比例 03-6550-0714 03-6551-0714 理事

823 三原 じゅん子 みはら　じゅんこ 自民 比例 03-6550-0823 03-6551-0823 理事

1006 津田 弥太郎 つだ　やたろう 民主 比例 03-6550-1006 03-3508-9160 理事

801 長沢　広明 ながさわ　ひろあき 公明 比例 03-6550-0801 03-6551-0801 理事

601 赤石　清美 あかいし　きよみ 自民 比例 03-6550-0601 03-6551-0601

305 木村　義雄 きむら　よしお 自民 比例 03-6550-0305 03-6550-0305

319 羽生田　俊 はにゅうだ　たかし 自民 比例 03-6550-0319 03-6551-0319

611 相原 久美子 あいはら　くみこ 民主 比例 03-6550-0611 03-6551-0611

909 西村 まさみ にしむら　まさみ 民主 比例 03-6550-0909 03-6551-0909

316 浜田　昌良 はまだ　まさよし 公明 比例 03-6550-0316 03-6551-0316

1113 山口　和之 やまぐち　かずゆき みん 比例 03-6550-1113 03-6551-1113

1208 小 池　晃 こいけ　あきら 共産 比例 03-6550-1208 03-6551-1208

1111 福島 みずほ ふくしま　みずほ 社民 比例 03-6550-1111 03-6551-1111

参議院・厚生労働委員　　１４０４


