
下記QRコードからも
ご参加登録頂けます

サポーターズ
募集

立憲民主党に参加して下さい。

立憲民主党入党申込書

是非、
ご参加ください！

埼玉県第3区総支部
衆議院議員
山川ゆりこ事務所

ご参加は、下記用紙にてFAX送付、または右上のメール・QRコードからご登録ください

FAX送信先

お申込み
方法

都道府県連又は総支部にて年間を通じ随時
受け付け。

〇 資格
党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの
声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする
18歳以上の日本国民。

資格期間

党　費

申 込 日

フリガナ

お 名 前

ご 住 所

生年月日 年　　　　月　　　　日

受付担当者 受付日

メールアドレス

電話番号

年　　　　月　　　　日 所　属

性　別

埼玉県第3区総支部 （山川ゆりこ事務所）

代表選挙
投票資格

4月1日を基準日とし、本部登録日から翌年度
の5月まで。

サポーターズ︓年間 2,000円（広報紙含まず）

代表選挙において党員及びサポーターズの
投票が実施される場合の投票権を有する。

□立憲民主党の綱領、 政策、 に賛同します。
□18 歳以上で日本国籍を有しています。

あなたのための政治

多くの方が直面する困難、 社会の理不尽さ、 
将来への不安。この課題をしっかりと見つめて、
誰もが安心する支え合いの社会を実現する。
皆さんが主役です。 　私たち立憲民主党は
「右でも左でもなく、 前へ」、 あなたとともに 
進みます。

時代の扉を開くのはあなたです。
皆さん、 一人ひとりの顔の見える政治へ。 

立憲民主党には、 あなたの力が必要です。

1 048-961-8699
048-961-8609FAX

〒343-0816
埼玉県越谷市弥生町1-12
Ｔ＆Ｓビル１階

info@yamakawa-yuriko.jp
Twitter:@yamakawa_yuriko

西
暦

□ サポーターズ

ワクチン接種予約開始（予定）

2021年5月4日
衆議院議員

武力によらない平和をつくる。だれもが大切にされる 輝く未来を。

山川ゆりこ 国政レポート

山川ゆりこ事務所

しなやかに、まっすぐ。

山川ゆりこサイト
新型コロナウイルス

対策関連
お役立ち情報

お困りごとはお気軽にご相談下さい !
情報の連絡先にアクセスできない、

相談先が分からない等も
下記へお電話下さい

こんにちは、衆議院議員 山川ゆりこでございます。
感染症対策には大きく二つの分野があります。ひとつは「社会的介入」。そして

もうひとつが「ワクチン開発」です。社会的介入というのは、感染者の選別と隔離
が基本で、その他にも都市封鎖や緊急事態宣言、三密の回避やマスク着用の義務化
など、行政による幅広い規制や要請が含まれます。しかし、感染症を根絶するには
どうしても「ワクチン開発」が必要です。
今回の新型コロナウイルス感染症に対しては、社会的介入と国民皆保険制度を基

盤とする全国一律にだれもが受診できる日本の高度な保健医療体制、そして国民の
皆様の高い公衆衛生意識によってコロナ禍を凌いできました。しかし、いつ起こる
か分からない感染症への、防災対策なみの危機意識が足りなかったために、日本は国産ウイルス開発で大きく世
界から出遅れました。しかも、国民へのワクチン接種率は先進国で最低レベルの状況です。
このような中で東京都では3度目の緊急事態宣言が発出され、地元の皆様にも多大なご迷惑をおかけし、誠に

申し訳ありません。現在、会期中の第204回通常国会で、私は厚生労働委員会と外務委員会に同時に所属してい
ることから、様々な視点でコロナ禍収束に向けて日夜活動しています。
引き続き、深いご理解ご協力を賜り、皆様の声を私に聞かせて下さい。どうかよろしくお願い申し上げます。

衆議院議員令和3年4月29日（昭和の日）

山川ゆりこは3月18日、衆議院議員一期生ながら、2018年のTPP11の条約
締結に係る代表質問に次ぐ2度目の本会議場代表質問に立ちました。今回も国
の最重要課題である「医療法等の改正法案」について、院内会派「立憲民主党・
無所属」を代表して、日本の医療を守る立場から、政府の姿勢を糾しました。
これまでの医療法の改正は、増大する医療費を抑制し、日本が世界に誇る

国民皆保険制度を継続するという名目で、実際には保健医療全体のリストラが
行われてきました。今回の改正案も、名目としては医療従事者の待遇改善と説
明されていましたが、これまで医師や看護師が担当してきた業務の一部を検査
技師などの医療従事者に転嫁するタスクシフトが盛り込まれていたり、地域医
療における医療機関ごとの役割分担を見直す議論が含まれていたりしました。
コロナ禍が収束するまでは、医療制度全体を適正に見直すことは困難であり、

その中でも献身的に働く医療従事者に一時金を支給する野党提案を受け入れ
ず、菅総理が口走った「皆保険制度の見直し」をこのコロナ禍の渦中で今、
行うことは時期尚早であると議論しました。
日本でこのコロナ禍をこれまで凌いでこられたのは、日本の優れた保健医療

体制と医療従事者の献身的な働きがあるからであり、今後とも、日本の医療を
守っていかなければなりません。医療従事者の皆様に心から感謝申し上げます。

日本の医療を守れ 医療法等改正で2度目の
本会議代表質問に立つ山川ゆりこ

〒343-0816
埼玉県越谷市弥生町1-12
Ｔ＆Ｓビル１階
TEL：048-961-8699
FAX：048-961-8609
　  info@yamakawa-yuriko.jp

越谷市版

立憲プレス号外
Press

75歳以上の方の

埼玉県第3区版
＜討議資料＞

5月10日～

048-961-8609FAX



衆議院議員 山川ゆりこ 国政レポート2 3

山川ゆりこの新型コロナ対策への取り組み 
山川ゆりこは、国会での議論を通じて、様々な新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。
厚生労働委員会や外務委員会で、田村厚生労働大臣、茂木外務大臣に対し、希望する国民が早く
ワクチンを接種できるように、国が責任をもってスピーディに供給することや、「人間の安全保障」に
貢献するワクチン外交等、様々な政策提言を行っています。

政府が求めている医療費2割負担の対象は年収200万円以
上（単身の場合）の方ですが、山川ゆりこは、このコロナ禍
にあっては、負担増がさらなる受診抑制と健康被害につなが
る可能性を心配しています。影響調査をした上での審議であ
るべきですが、政府は調査をしないまま「大きな影響はない」
という姿勢です。 

ワクチンを受け取る指定病院と
医師会の連携【越谷方式】を紹介 ！
４月7日の厚生労働委員会で、ワクチンを受け取る指定病
院と医師会の病診連携でワクチン接種を加速化する【越谷
方式】を紹介し、全国の自治体への情報提供を求めました。 
【越谷方式】は、市に供給されるワクチンを受け取る指
定病院 北辰病院と越谷市医師会が連携し、医師会会員の
約70の医療機関に直接、ワクチンを配分して、医療従事者
へのワクチン接種の加速化を実現。第一弾の医療従事者へ
のワクチン接種を各医療機関が行った実績を基に、市民へ
のワクチン接種をスピーディに行う体制を構築しました。正
にワクチン接種の病診連携の実例として、山川ゆりこは厚
生労働委員会で紹介し、全国に同様の体制構築を広げるよ
うに田村大臣に求めました。越谷市、草加市をはじめとして、
各医療機関と医療従事者の多大なご協力によって、ワクチ
ン接種に向けた準備ができている自治体は、ワクチンの供
給を心待ちにしています。国が自治体の求めに応じて、ど
れだけ早く供給できるかという問題だけが積み残されてい
ます。 
山川ゆりこは委員会の場で田村大臣に、このように優れ

た自治体レベルの取り組みや協力体制が既に完了している
のだから、国はもっと切迫感をもって、ワクチンを迅速に確
保し、供給する責任を果たして欲しいと強く求めています。 

日本国民と世界を救う
―国産ワクチン開発を急げ ！ 
皆さんはワクチン外交とかワクチンナショナリズムという

ことばを聞いたことがありますか？中国が自国民へのワクチ
ン接種よりも、一帯一路を推進する世界の相手国の指導者
たちへのワクチン無償提供を優先し、自国開発ワクチンを
外交手段として活用していると批判されたり、その逆に米
英が自国ワクチンを自国民に集中的に提供し、EUも域内で
ワクチンの囲い込みをしていると批判されたりする時に、こ
れらのことばが使われます。 
日本ではそもそも国産ワクチン開発が遅れているので、

日本国民へのワクチン提供もままなりませんが、それでもＣ
ＯＶＡＸ（コバックス）というワクチン共同購入プログラムを
積極的に支援して、途上国などにもワクチンが供給される
ような人道的な外交を展開しています。ですから、もし日
本に国産開発ワクチンがあれば、「人間の安全保障」（武力
によらない平和外交）に基づく日本独自の外交を展開する
ことができるはずです。 
そのためには外務省も、国際的な研究活動や国際連携を

支援し、数々のパテント（著作権）で守られた製薬材料を
相互提供できる国際的な枠組みをつくり、日本でも国産ワ
クチン開発が実現できる土壌をつくるべきです。そして、日
本版ＢＡＲＤＡ（アメリカ生物医学先端研究開発局）の創設を

省庁横断的に実現して欲し
い。このように山川ゆりこ代
議士は外務委員会で何度も
茂木大臣に求めてきました。 
茂木大臣は「あくまでも

ワクチン開発は外務省の所
管外であり、お応えする立
場にありません」という答
弁を繰り返していましたが、
4月7日の答弁では、「政府
全体で取り組むべき問題だ
と思っています」と大きく前
進しました。 皆さんはどう思
われるでしょうか？

コロナ禍での

厚生労働委員会でワクチン接種を加速化させる「越谷方式」を提案する山川ゆりこ

【外務委員会】山川ゆりこが提案する国産ワクチン開発による「人間の安全保障」の推進について、「政府全体で取り組みます」と答弁する茂木外務大臣

もちろん、財源を確保し現役世代の負担を減らすことは大
変重要であるため、立憲民主党では、保険料の賦課限度額
の引上げなどを盛り込んだ対案を提出しています（4月7日）。
山川ゆりこも提案者の一人です。 
負担増について、皆様から是非ご意見をお寄せください。 

75歳以上、医療費2割負担に反対！ ～必要な財源確保の為の法案を提出～ 

申請はお済みですか？ あなたが受けられる支援があります 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給
付金は受け取っていますか？
中小企業で働いている方は、今年に入って休業し
た分、大企業に雇用されているシフト制の労働者
の方などは、これまでの全期間分、休業手当の
支払いを受けることができるようになりました。
令和2年10月～ 12月分は、5月31日まで、
令和3年1月～4月分は、7月31日までが
申請期間です。

非正規で働いているのですが、
仕事が減ったままです。
補てんしてもらえませんか？ 

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金コールセンター
☎ 0120-221-276
（月～土　8：30～20：00
土　8：30～17：15）

注目 ！

昨年、大人気で応募が終了した小規模事業者持続化補助金が、
募集を再開しました。
●販路開拓等の取組みを支援する「一般型」（上限50万円）：
　５次締切は６月４日
●ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換への
取組みや感染防止対策費の一部を支援する
「低感染リスク型ビジネス枠」
　（上限100万円）：
　１次締切は５月１２日（その後も、申請受付は継続します）

コロナで売上が減少してしまったけれど、
何とか事業を継続できないでしょうか。

経済産業省　　　　　　
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

https://seisansei.smrj.go.jp/（持続化補助金）

注目 ！

山川ゆりこ事務所
〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-12  T＆Sビル1階    　 info@yamakawa-yuriko.jp

情報の連絡先にアクセスできない、相談先が分からない等もお電話下さい

1 048-961-8699 048-961-8609
FAX

お困りごとは山川ゆりこ事務所までお気軽にご相談下さい !

山川ゆりこサイト
新型コロナウイルス対策関連

お役立ち情報

越谷商工会議所
☎ 048-966-6111


