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こども食堂での昼食

事務所のご案内
国会事務所
〒340-0012

草加住吉
郵便局

埼玉県越谷市弥生町1-12 T&Sビル１階
048-961-8699
048-961-8609

イトーヨーカドー

7月2 3日東 京、オリンピック開会式の選 手団入場 。先 頭を
飾ったオリンピック発祥のギリシャに続いたのは、
「難民選手
団」の皆さん。前回のリオ五輪に初参加が認められた選手団
で、東京で2回目になります。前回の出場は10人でしたが、今回
はその3倍の29人。難民として認められ普通の生活を手にする

時事放談

オリンピックに難民の皆さん

東武スカイツリーライン

オリジン弁当

ケンタッキーフライドチキン
セレモニー越谷東口ホール

こうさぎ園・
ひがしの森

セブンイレブン

衆議院議員
山川ゆりこ
越谷事務所

共同親 権
福原愛さんの離婚報道には私も驚きましたが、こ
の報道を通じて日本国民にも知られるようになっ
たのが「共同親権」。日本は父、母のどちらか一方
が親権を持つ単独親権のため、離婚後は親権をも
たない方の親に子どもが会えないケースも起こって
います。私のもとには、この報道の前から子どもの

（アフリカの）エリトリアの紛争を逃れ、砂漠をはだしで歩き最

親権をもてなかったお父さん、お母さんから相談が

紛争を逃れたボートが動かなくなり自ら泳いで岸を渡り、徒歩
やバスでドイツにたどりついたそうです。過酷な経験の中で難
民アスリートの方々は、スポーツを通じて生きる意味を見出し、
未来へ導かれているそうです。
難民の受け入れには極めて後ろ向きな日本で開催さ
れたオリンピックで、人生の希望を輝かせる選手団を迎
えることの意味は大変大きいと思います。国際人道支援

～ ゆりカフェにて ～

までの道のりは過 酷で、旗手をつとめた選 手 の一人は、自国
後にはイスラエルにたどり着き、バタフライの選手は、シリアの

寄せられていて、今年3月には国会でとりあげてい
ます。虐待などの事情がある場合には親とはいえ子
どもの安全を第一に対応しなければなりませんが、
そうでない場合、子どもにとってどちらも親は親。
子どもの視点にたったときに、どちらの親からも養
育してもらう権利があり、どちらの親も子ども
を養育する義務、子どもの成長に関わる義
務と権利があるはずです。

ＮＧＯで難民支援に取り組んできた私も感慨深く選手

この問題は、おかれている立場によって

団の入場を見守りました。平和の祭典をきっかけに、

様々なご意見があると思います。ぜひ、あな

難民問題についても私たちの心をオープンにしていき

たの声を私に聞かせてください。

たいものです。

ホームページ・ＳＮＳでも情報発信中！ぜひご覧ください
◀ 山川ゆりこ公式サイト

公式HP

しなやかに、まっすぐ。

越谷ツインシティ

越谷駅

草加駅

マルイ

越谷駅東口から徒歩２分

東口

足立越谷線

旧日光街道

メガロス

東口

草加駅東口から徒歩７分

東武スカイツリーライン

東武スカイツリーライン

セブンイレブン

東武スカイツリーライン

〒343-0816

草加小学校

埼玉県草加市神明1-2-29
048-927-0131
048-927-0353

03-3581-5111（衆議院代表番号）

越谷事務所

衆議院議員
山川ゆりこ
草加事務所

ゆりカフェで越谷のみなさんと

info@yamakawa-yuriko.jp

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

草加事務所

048-927-0131
048-961-8699

越谷にて

よさこい20周年 アコスホールにて

国政・市政報告会

〜みなさまの声を私に聞かせてください〜

〒100-8961

越谷事務所

写真はコロナ前のもの含む

地元と国会で活動する山川ゆりこ

国会本会議質問

草加事務所

https://yamakawa-yuriko.jp

Twitter

きりとり

～プロフィール～
1969年8月14日生まれ

血液型A型

郵 便 は が き

しし座

草加小学校、草加中学校卒業、恵泉女学園高校・大学卒業、英国
イーストアングリア大学開発学専攻（ディプロマ）、英国ハル大学
東南アジア研究（修士）卒業後、トステム（株）派遣、日本インドネ
シアNGOネットワーク、ピースウィンズ・ジャパン（人道支援NGO）
勤務。埼玉県議会議員（4期）、衆議院議員（1期）。
外務委員、厚生労働委員、東日本大震災復興特別委員。党政調
会長補佐、プログレッシブ議員連盟事務局次長、不妊治療等に
関するＷＴ事務局長、世界連邦日本国会委員会常任理事等。
夫は元・草加市議 瀬戸健一郎（政治倫理修士）。数少ない政治家
夫妻として、自由と多様性に満ちた社会をめざす。
好きな動物：犬（愛犬のポメラニアンが亡くなった時の
ペットロスは大きかった）、猫
マイブーム：犬の動画を見る
尊敬する人：河井道、賀川豊彦、ネルソン・マンデラ 等
子供の頃の夢：ネパールの山奥で働くこと、大学の先生になること
趣 味 ：映画鑑賞
心にとめて 人にしてもらいたいと思うことは何でも、
：
（聖書）
い る こ と あなたがたも人にしなさい。

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）

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

● ご質問・ご意見

行

※その他、山川ゆりこに何でもお聞かせ下さい。

音楽：エンヤ、民謡（フォーク） 映画：スターウォーズ
好きなもの スポーツ：山歩き、団体球技（観戦）
食べ物：果物
言葉：誠実

@yamakawa_yuriko

Instagram

yamakawa_yuriko

facebook

https://www.facebook.com/yamayurikaisoka/

本紙をご希望の方には、郵送させて頂きます

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。

FAX：０４８
（９２７）
０３５３
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お気軽にご相談下さい

声をつなぎ、政治を動かす！

検察庁法改正を阻止！

英語民間試験の中で既に全国47都道府県で受験できるのは、英検
とGTECと呼ばれる試験です。文科省はこれに海外でも広く通用してい
るTOEFL iBT、IELTS、ケンブリッジ英語検定、TEAP、TEAP CBTを加
え、７つの英語民間試験を大学入試センターが認定して活用する計画を
発表しました。日本人学生の英語の4技能「読む、聞く、書く、話す」の
偏重を是正し、より国際的な英語力の判定を行うのが目的でしたが、新
たに加えようとする5つの試験会場が限定されていたり、一回の受験料
が2万円程掛かったり、試験の有効期限が短期間であるなど、受験条件
の格差が大きくなるため、受験生や学校関係者から反対の声が上がって
いました。これに対し、萩生田文科相が「身の丈に合わせて活用すれば
いい」などの発言があり反発が拡がり、民間英語試験の導入は阻止さ
れました。一人ひとり
の事情に目が行き届
く政策判断をしなけ
ればなりません。

ひとり親世帯が経済的に困窮する割合が高いことは、コロナ禍以前
より知られていましたので、ひとり親世帯に対して昨年特別給付金が支
給されました。しかし今年に入って、実はふたり親世帯でも、コロナ禍
の影響を受けて困窮する世帯が増えている実態が表面化してきました。
子どもたちの支援を行うあるNPOの方から、ふたり親であっても障がい
者や多くのお子さんを抱え、
「公共料金が払えない、貯蓄がない、食べ
物や学校のノートなどの必需品が買えない」といったケースが増え、事
態が深刻であると伺いました。
この事態を打開するために、親の家族構成（ひとり親がふたり親か）に関
わらず、低所得世帯に給付金を行き渡らせる「子どもの貧困」給付法案を
国会に提出。与党はこれを審議拒否しましたが、法案趣旨が政府にプレッ
シャーを与え、ふたり親も給付金の対象とする制度改革が実現しました。
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具体的に

3. 越谷市・草加市の中のことで、何かご意見ございますか？
ある ・ ない

具体的に

4. 山川事務所でボランティアを募っております（感染状況
などは考慮しつつ）。ご協力いただけるものがございま
したら、○で囲んでください。
・ 家にポスターを貼る

・ お友達を紹介する

・ 発送作業を手伝う

・ 車の運転を手伝う

・ 電話かけを手伝う

・（家で）あて名書きを手伝う

・ その他 具体的に
その他、
何でもご相談ください（宛名面に記載欄あり）

☎ 048-927-0131

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

お名前

年齢層

〒
ご住所

不妊治療 いよいよ保険適用に！

歳代

※よろしければご記入下さい

TEL：
FAX：
E-mai：
l
※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。

不妊治療の負担がもっと軽減されれば…当事者だ
れもが願ってきた思いです。私が県議時代に自分自身
の不妊治療の実態や切実な思いを、予算委員会で訴え
ると、知事や執行部の皆さんは、体外受精で生まれて
くる子どもたちが１６人に１人もいるという現実に大
変驚いた様子でした。しかもそれがすべて自費診療で
不妊治療の保険適用を三原厚労副大臣に申し入れ
子どもが欲しい夫婦が高額な負担をしていることに衝
撃を受けていました。この質問がきっかけで、他党の男性県議さんたちまでもが「うち
もそうだった」と、カミングアウトして下さいました。
不妊治療をしていることは、なかなか他人には言えず、家族にさえ内緒で悩んでいる
夫婦もおられます。以来、私は「声なき声」を丁寧に拾い集め、政治が本質的な問題解
決を導き出すことが自分の使命だと考えるようになりました。まず埼玉県単独で、
「男性
不妊」への助成事業を実現。そして来年から、いよいよ不妊治療の「保険適用」が始まり
ます。だれもが切実な声をあげやすい雰囲気づくりにも取り組みたいと思っています。

特措法改正案（山川私案）を提案！

二人親世帯にも給付金を！
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第二次安倍内閣の官邸主導による政治運営は世の中に「忖度」
（そんたく）という言葉を広め、森友学園への国有地売却に至る
記録文書の改ざんを命じられた官僚が遺書を残して自殺する痛ま
しい事件に発展しました。この捜査の指揮を取らせるべく、安倍氏
は黒川検事正を定年延長して検事総長に任命しようとしましたが、
380万件を超えた「＃検察庁法改正案に抗議します」
そのための検察庁法改正案は、黒
川氏の担当記者らとの恒常的な賭
きりとり
けマージャンが 発 覚するなどし
あなたの声を私に聴かせて下さい！
て、結果的に阻止されました。
～このハガキをご利用下さい～
政治思想家ジョン・ロックは、
1. ワクチン予約・接種について
「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告しています。この安倍政権の暴挙に対して、著
不安や困ったことはありますか？
名人が抗議の声を上げ、元検事総長をはじめとする検察OBが反対の意見書を出しました。
ある ・ ない 具体的に
これは一筋の世の光となりました。国民の怒りと声なき声、不正を許さない勇気ある一人ひ
とりの行動が、社会正義を守る力になることを私たちは忘れてはなりません。
2. お困りごと、相談したいことはございますか？
ある ・ ない

越谷事務所：048-961-8699

機を見て敏という言葉どおりに、政治は時々刻々と変化する事態に的確に対応しなければなりません。
今ここに、手を差し伸べるべき個人を助けることで、政治はその使命を果たすことが出来るのだと思います。

大学入試 英語民間試験導入を阻止！

シフト制で働く非正規労働者の中には、コロナ禍でも休業手当を受けら
れない方が多くいらっしゃいました。私たちは昨年、
「休業支援金・給付金
」の制度の導入を政府に働きかけ、まず中小企業で働く方々の支援が開
始。しかし、まだ大手企業で働く非正規労働者が取り残されていました。
都内の一流ホテルで宴会係として長年働いてきた方は「何十年も誇り
をもって宴会係をやってきた。雇用条件も満足だった。でも、コロナ禍
で仕事が無くなり、ホテル側から「あなたとは直接雇用契約はない」と、
何の保障もなく放り出された」と。都会のきらびやかな空間を支えてき
た多くの人々が、このような非情な労働条件で路頭に迷う。これを政治
が許してはなりません。私たちは、
「コロナ非正規労働者救済法案」を
国会に提出。与党は審議拒否しましたが、法案趣旨が政府を動かし、
大企業で働く一部の非正規労働者の支援が実現しました。

草加事務所： 048-927-0131

今 の課題に的確に対応！

一人ひとりは小さいけれど、みんなの声をかたちに・・・
政治家が「国民の声」と言う時、個人の多様性や自由が見えなくなってしまいがちです。
でも、諦めないで下さい。
一人ひとりの声には、政治を動かす力があります。
突然の

全ての人に休業補償を！

山川ゆりこ事務所

備えよ常に！
感染症への備えを！

人権を守る！〜ミャンマー問題〜
今年2月1日に、国軍によるクーデターによって大混乱に陥ったミャンマー。市民による抗議
デモに発砲して死者が多数でる事態に。国軍による逮捕も続き、7月30日時点では、市民939
人が殺害され、6990人が逮捕されたと報道されています。武力によって国軍が自国民の命を
奪うなどということが許されていいはずがありません。ミャンマー国軍を強く非難する姿勢が
示せない日本国政府に対し、ミャンマーの民主化を支援する議員連盟として、
「人権」を最優
先にする毅然とした態度を表明し、国軍に強く抗議するよう求めています。

新型コロナウイルス感染症に有効なワクチン開発にいち早く着手し、
ワクチンパスポートの導入で移動の自由を回復しつつある欧米諸国。
座して待つばかりの日本政府の対応に、一歩先を見据え、
常に備える覚悟で提言してきました。

7月31日現在で、日本はワクチンの接種率（対人口比2回接種）でも、
27.8％と諸外国から大きく遅れをとっています。その根本的な原因は、国内
ワクチン開発が遅れていることです。この問題について、私は5月の厚生労
働委員会で、感染症学を専門とする尾身茂先生と衆議院厚生労働委員会
で議論しました。
「日本では感染症学がもはや自国の問題ではなく、国家
としての予算付けも医療界における認識も希薄になっているのではない
か。コロナ禍を経験した今、感染症学をわが事ととらえ、日本の高い“創薬
力”を活かしてワクチン開発や治療薬の開発にいち早く成果が出せる体制
整備が必要なのではないか」と、問題提起しました。尾身先生は、
「日本は
“創薬力”はあるがそれを製品化することに課題がある」と指摘。製薬業界
を取り巻く産官学の構造的な改
革が必要だという結論に至りま
した。
国民の生命と健康を守り、国
際社会に貢献するために、常に
先を見据えた政治を実現してい
く覚悟です。
国産ワクチン開発について議論する山川代議士と尾身先生

昨年、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった当初、政府は民主
党政権時代に制定された新型インフルエンザ等対策特措法を適用せ
ず、いち早く新型コロナウイルス感染症を感染症法上の指定感染症に
指定しました。このため無症状や軽症者も法律に則って指定感染病院
に収容すべき事態に直面しました。しかし、結果的に自宅療養や指定
ホテル療養で対応することになるなど、具体的な対応策は後手後手に
回りました。当時、最大の問題だったECMO（体外式膜型人工肺）や人
工呼吸器などの医療器材やマスク、手袋、防護服などの医療資材の確
保・供給を国の責任、感染拡大の防止と感染者の症状に合わせた収
容先の確保は地方の責任、国と地方が明確に役割を分ける新型インフ
ルエンザ等防止特措法の改正案（山川私案）を起草。野党合同会議
に提案しました。この私案は実際に国会に提出されることはありませ
んでしたが、以降、ほぼこの方針どおりに対策が進んでいます。先行す
る欧米の実態から、一歩先を見た提言でした。

海外渡航の

ワクチンパスポート
国産ワクチン開発のための基礎研究分野
が日本で遅れている原因は、製薬業界がより
早く投資効果を回収できる治療薬を予防薬よ
りも優先していることに原因があります。ま
た、薬害エイズ訴訟や子宮頸がんワクチン問
題などで国が薬事承認に消極的になってい
ワクチン接種証明のイメージ
るのも一因だと感じます。しかし政府は国産
ワクチンが存在しない現実から目を反らし、世界の主要国がワクチ
ンパスポートを国内外に導入し、移動の自由や経済活動を再開させ
る動きにも遅れをとっています。
ワクチン接種を国が義務化したり、ワクチン接種者と未接種者の差
別が社会に拡がったりするのは問題ですが、国際社会の移動の自由
に一定のルールは必要です。この問題を衆議院厚生労働委員会で取り
上げた翌日、加藤官房長官が記者会見でワクチンパスポートに初めて
言及。ようやく日本でも海外向けの接種証明の発行が始まりました。
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