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衆議院議員

山川ゆりこ

だれもが大切にされる 輝く未来 を。

国政レポート

衆議院議員

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

コロナ禍を止めるー

【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

日本国民と世界を救う
―国産ワクチン開発を急げ！

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。

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

ワクチンを受け取る指定病院と医師会の病診連携
【越谷方式】
を紹介！

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

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

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

【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

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

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。
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

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

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

民へのワクチン提供もままなりませんが、それでもＣＯＶＡＸ
（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、

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

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

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

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。

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

外交を展開することができるはずです。

新型コロナ対策 支援策一覧は
中面をご参照下さい！

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、
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？
禍での
コロナ

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〜

料金受取人払郵便

草加郵便局
承 認

1002

差出有効期間
2023年1月
19日まで
（切手不要）

●ご質問・ご意見

負担増について、皆様から是非ご意見をお寄せください。

あなたの声を私に聴かせてください。
国会事務所 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館907号室
きりとり

郵 便 は が き

3 4 0 8 7 9 0

埼玉県 草加市
神明１－２－２９

山川百合子後援会 行

FAX：０４８
（９２７）
０３５３

※その他、山川ゆりこに何でもお聞かせ下さい。

このはがきは切手を貼らずに投函
するか、ファクスで送信して下さい。

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。
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
。山川ゆりこも
などを盛り込んだ対案を提出しています（4月7日）
提案者の一人です。

03-3581-5111（衆議院代表番号）

地元事務所 埼玉県草加市神明1-2-29

葉書（切手不要）を
切り取って投函頂くか、
メールや電話、
ファックスにて
皆様の声を聞かせて
下さい。

048-927-0131
048-927-0353
info@yamakawa-yuriko.jp

公式HP
Twitter
Instagram

山川百合子
公式サイト

facebook

http://yamakawa-yuriko.jp
@yamakawa_yuriko
yamakawa_yuriko
www.facebook.com/yuriko.yamakawa.35

本紙をご希望の方には、
郵送させて頂きます

立憲プレス 号外
Press
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草加市版

ワクチン接種はじまる！

お困りごとはお気軽にご相談下さい !

中面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

山川ゆりこ事務所
〒340-0012
埼玉県草加市神明1-2-29

TEL：048-927-0131
FAX：048-927-0353

info@yamakawa-yuriko.jp

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

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
しなやかに、まっすぐ。
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。

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、

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

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

山川 ゆりこ 国政レポート

武力によらない平和をつくる。

令和3年4月29日
（昭和の日）

日本の医療を守れ

衆議院議員

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

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。

もっと知りたいワクチンのことー５つの異なるワクチン
世界に誇る「創薬力」を持つ日本で、なぜ今
回の新型コロナウイルス感染症に有効な国産ワク
チン開発が出来ないのでしょうか？「治療薬」が
優先されて、「予防薬」が疎かになっているとい
う指摘もありますが、昨今のワクチン開発に必要な日常的な「基礎開発」分野
の遅れと予算不足が大きな原因だと言われています。
今回の新型ワクチンには大きく５つの異なる種類があります。ひとつは従来
からある「不活化ワクチン」です。これは感染症の原因ウイルスから毒性を取
り除いたワクチンを接種して、体内に抗体を生成するもの。これに対して、今回、

世界中で開発が進んでいるのが４つの「遺伝子ワクチン」です。
その４つの内、「組み換えたんぱくワクチン」はウイルスのたんぱく質の一部
を人工的に作って投与し、体内でウイルスを攻撃する抗体をつくるメカニズム。
「ウイルスペクターワクチン」はウイルスの遺伝子の一部を別のウイルスに組み
込んで投与するワクチン。「DNAワクチン」は人工的に合成したウイルスの遺
伝子を投与するワクチン。「mRNAワクチン」はウイルスの表面にあるスパイク
たんぱく質を作るための遺伝子情報を伝達する物質「mRNA」を使ったワクチ
ンで、日本で接種されるファイザー社製のワクチンは、この「mRNAワクチン」
に分類されています。

衆議院議員

山川ゆりこ

国政レポート

申請はお済みですか？
生活でお困りの方への支援

注目！

去年のような10万円の給付はもうないんですか？

詳細が決まり次第、市ホームページに掲載

子ども政策係 ☎ 048-922-3492
手当・給付係 ☎048-922-1476
子ども援護係 ☎ 048-922-1483

あなたが受けられる
支援があります
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？

仕事が減って、家賃を払うのが大変です。
家賃補助の延長はありませんか?

仕事がなくなり、保険料などが支払えません。
補助制度はありませんか。

失業や解雇等で収入が減った世帯に対する
家賃補助（住居確保給付金）があります。
原則3カ月ですが、延長もあります。6月30
日までに申請すれば、解雇以外の離職や減
収でも再支給の対象となります。

国民健康保険料や国民年金保険料等の減免措置があります。

コロナに感染して、仕事に行かれず収入が
減りました。補助制度はありませんか。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とす
る世 帯 へ、上 限10万 円（特 例 で20万 円）
貸付ける個人向け特例緊急小口資金や総
合 支 援 資 金（上 限６０万 円）があります。
申請期限は６月３０日まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支
給（国民健康保険・後期医療者医療制度）があり
ます。

保険年金課 ☎ 048-922-1593
後期高齢者・重心医療室
☎ 048-922-1367
妊婦ですがコロナ感染が心配です。
検査は受けられますか？

子どもがコロナ濃厚接触者となり、世話を
するため仕事に行かれません。補助制度
はありませんか
子育て世代を支援するための小学校休業等
対応助成金は、今年3月３１日までの休暇取
得分が対象です。1月１日から3月３１日まで
の休暇取得分については申請期限は6月３０
日まで。4月１日以降は、両立支援等助成
金として、支給されます。

学校等休業助成金・支援金
雇用調整助成金
コールセンター（全国共通）
☎ 0120-60-3999
（平日・土日・祝日 9：00 〜 21：00）

ねんきん加入者ダイヤル（申請手続等の問合せ）
☎ 0570−003−004

接種券は届いていますか？

仕事がなくなり、支払いが滞っています。
貸付けなどの制度はありませんか？

草加市社会福祉協議会
☎ 048-932-6789
（平日 8：30 〜 17：15）

市税・国民健康保険税：納税課
☎ 048-922-1124、048-922-1126
保険年金課 保険税係 ☎ 048-922-1592
介護保険課 保険料係 ☎ 048-922-1376

妊婦さんがＰＣＲ検査を受ける際の検査費用が助成さ
れます。埼玉県内の病院で受ける場合は、費用負担
はありません。埼玉県在住の方が、県外で検査を受
ける場合は、埼玉県に申請が必要です。

埼玉県保健医療部 健康長寿課
☎ 048-830-3561
こんなこと、相談できる？ どこに相談すればいいの？
まるごとサポートSOKAによる生活困窮相談に相談し
てみてください。山川ゆりこ事務所でも相談を受け
付けています。

まるごとサポートSOKA
（事前予約制）
☎ 048-922-0185（平日8：30 〜 16：00）

市役所から

1. ワクチン接種券
2. 予診票
が届きます

インターネット予約

https://soka.hbf-rsv.jp

2

電話予約

☎ 0570-666-578

（8：30〜17：15）

ログイン・予約受付番号・生年月日
予約方法の選択

完全予約制

5月6日（木）午前 8：30〜
会場
日付

日付
会場

このような書類が

封書で届きます

予約画面を確認

2回目の予約

注目！

接種スケジュール

5月10日（月）〜
・まずは保健センターで
集団接種 平日のみ
・供給量を見て
土曜・日曜、個別医療
機関と順次拡大

予約開始！

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

埼玉県独自の支援策として、個人事業主や
中小企業、
ＮＰＯ法人等を対象とした経営あ
んしん資金があります。融資を受けるかどう
かも含めて、県制度融資の制度全般に関す
る相談も受け付けています。

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）

埼玉県 産業労働部 金融課

草加商工会議所

☎ 048-928-8111

企画・制度融資担当

☎ 048-830-3801

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）

テレワークをしたいと思ったがなかなか
できなかった。
これからでも間に合いますか？

店を開けていてもお客さんが来ない。
思い切った事業転換をしたいが、何か支援はありませんか。

テレワークやＷｅｂ会議システムの導入など
にＩ
Ｔ補助金があります。

事業の再構築に挑戦する中小企業の方へ、事業再構築促進事業があり
ます。中小企業でしたら、100 〜 6000万円の補助額。第１次公募は締
め切られましたが、今年度内にさらに４回程度、公募の予定です。

サービス等生産性向上IT導入支援事業
事務局
ポータルサイト

事業再構築補助金事務局コールセンター

https://www.it-hojo.jp/
☎ 0570-666-424
9:30 〜 17:30（土日祝日除く）

☎ 0570-012-088

9：00-18：00（土日祝日を除く）

リスク

症

状

50％以上

接種部位の痛み、疲労、頭痛

10-50％

筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ

1-10％

吐き気、嘔吐

あなたの声を私に聴かせて下さい！～このハガキをご利用下さい。

副反応等に関する専門的なご相談について
埼玉県副反応相談窓口（コールセンター）
２４時間・土日祝 対応
☎ 0570-033-226 ＦＡＸ 048-830-4808

厚生労働省
新型コロナワクチンの副反応疑い報告について

接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーが
あります。
そのほかにも皮膚のかゆみ、じんましん、紅斑、皮膚の発赤／腹痛、
吐き気／視覚の異常／声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦し
さ／蒼白、意識混濁などのリスクも含めて、ご自身の判断で接種する
かを決めましょう。

このワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない
症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医ある
いはかかりつけ医に相談しましょう。
万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種
健康被害救済制度がありますので、お住まいの各自治体にご相談ください。

問い合わせ先 草加市新型コロナワクチンコールセンター
☎ 0570-666-578 ＦＡＸ 048-927-0501
8：30〜17：15（土日祝対応）

ワクチンについて、きちんと知ってから
接種するかを決めましょう

発現割合

ワクチン接種については、未知のリスクを含めてご理解された上で、
接種するかどうかはご自身でご判断ください

ワクチン接種の仕組みや政策について
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-761-770 9：00〜21：00（土日祝対応）

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。

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。

売上高や利益率が減少していますが、
融資を受けるのもためらいがあります。
相談できませんか？

新型コロナウイルス感染症の「発症」
を予防します。
ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新
型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。
（発症予防効果は約95％）
なお、本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、２回目の接種を受け
てから７日程度経ってからだそうです。
現時点では「感染予防」効果は明らかになっていません。ワクチン接種に
かかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

各家庭

1

事業継続のための支援

ベネフィット

ワクチン接種券予約の流れ

3

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

ワクチン リスク ＆ ベネフィット

６５歳以上の方

６５歳以上の高年者へ、
4/26から接種券が郵送されます。5/6から予約開始、5/10から接種が開始です。
ワクチン接種は、
強制ではありません。接種したい方に限り、接種が行われます。

市役所

山川ゆりこ事務所 TEL：048-927-0131 FAX：048-927-0353

＊ 4月20日現在の主な施策を掲載しています。より詳しくは
「山川ゆりこオフィシャルホームページ」
に掲載しています。
最新情報も随時掲載してまいりますので、ご参照ください。もしくは、事務所まで、お気軽にお問合せください。

お役立ち版

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）

厚生労働省コールセンター
☎ 0120-400-903（平日 9：00 〜 18：00）

生活支援課
保護管理係・第1 〜 4保護係
☎ 048-922-1245

草加市

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。

対象が限定されますが、今国会で成立した子育て
世代臨時特別給付金があります。低所得の子育
て世帯を対象とし、子ども1人につき5万円が支給
されます。ひとり親世帯だけでなく二人親世帯も
対象となりました。

お気軽にご相談下さい

1. ワクチン接種について分からないことがありますか？
ある ・ ない

具体的に

2. コロナの影響を受けて生活でお困りのことがありますか？
ある ・ ない

具体的に

3. コロナの影響を受けて事業の継続に苦しんでいますか？
ある ・ ない
きりとり

2

具体的に

4. 医療費の負担の2割への引上げに不安はありますか
ある ・ ない

具体的に

その他、
何でもご相談ください

☎ 048-927-0131
お名前

info@yamakawa-yuriko.jp
※ご記入事項は個人情報保護法を遵守し、適正に管理いたします。

年齢層

〒
ご住所

048-927-0353

TEL：
FAX：
E-mail：

歳代

※よろしければご記入下さい

