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２０１５年度中央社保協第５回運営委員会報告  

 

２０１５年１２月２日 

 日本医療労働会館会議室Ｂ 

                      出席者 ３５人中１８人 

＜報告事項＞ 

Ⅰ、山口事務局長から以下のこの間の取り組み報告を受け確認した。主な取り組

みについては、担当（出席）した運営委員から追加報告を受けた。 

  １１月 ４日（水）運営委員会 

         国保・介護部会 

 ６日（金）介護部会厚労省交渉  

         〃記者会見     

         マイナンバー反対連絡会議  

    ７日（土）１１・７介護集会、終了後宣伝行動 

   １１日（水）介護・認知症１１０番  

   １２日（木）国保部会厚労省レクチャー 

   １３日（金）社会保障誌編集委員会 

   １８日（水）足立社保学校 

         大阪知事選挙支援 

   １９日（木）近畿ブロック会議 

         診療報酬改定院内集会、同厚労省交渉 

２１－２２日（土、日）働く女性の全国交流集会（２１日介護分科会） 

２１日（土）オスプレイ反対横田集会 

   ２３日（月）医療・介護・福祉の会「戦争法反対」集会、パレード（館山） 

         第４９回障害者の生活と権利を守る全国集会 

   ２４日（火）関東甲ブロック会議 

         消費税廃止各界連・マイナンバー反対共同宣伝行動 

   ２７日（金）生存権裁判全国連絡会代表委員会 

         全労連社保闘争本部会議 

２８日（土）地域医療全国運動交流集会 

         山形県社保協総会 

３０日（月）第５回代表委員会 

 

Ⅱ、情勢の特徴について以下の報告を受け、協議・確認した。 

（１）財政制度審議会 社会保障大幅削減を求める建議 

財務省の諮問機関である財政制度等審議会は、２４日、２０１６年度予算編成

に向け社会保障の大幅削減を求めた建議（意見書）をまとめました。軍事費につ

いては増加（過去最高）。 

 建議は社会保障関係費について、１５年度予算比６７００億円増に抑圧してい

た概算要求よりもさらに圧縮し、５０００億円弱の増加に抑えるよう要請。診療
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報酬の「マイナス改定」を明記しました。 

 「骨太の方針」では、「経済・財政再生計画」として、１６～１８年度の「集

中改革期間」の社会保障関係費の伸びを１兆５０００億円に抑制する「目安」を

定めていました。 

 １６年度は２年に１度の診療報酬の改定年度に当たります。建議は「診療報酬

改定・薬価改定が予定されており、社会保障分野における重要課題の一つ」だと

して、薬価に加え、医師の技術料に相当する｢診療報酬本体｣も「マイナス改定」

を求めました。診療報酬が下がると、薬局や医療機関の経営の悪化につながり、

｢医療崩壊」を進めることになります。 

 建議は社会保障の「改革工程表」の策定を提言。高齢者の高額医療費制度の上

限額の引き上げ（１６年末までに結論）、高所得者の年金支給開始年齢の引き上

げ（１７年通常国会への関連法案の提出）など、期限を切った社会保障削減計画

を明確にするよう求めています。 

 

（２）「１億総活躍社会」に向けた政府の緊急対策 

２６日、「介護・保育 １００万人分整備」など、安倍内閣は「１億総活躍社

会」に向けた緊急対策を、「ＧＤＰ（国内総生産）６００兆円」「希望出生率１・

８」「介護離職ゼロ」という「新３本の矢」を掲げて検討してきました。 

 「介護離職ゼロ」では整備目標を、現在の「３８万人分」から「５０万人分以

上」に引き上げました。介護施設ではない「サービス付き高齢者住宅」など８種

類の施設・在宅サービスを寄せ集めたものです。しかし、特別養護老人ホームの

待機者だけでも５０万人を超えており、ニーズには程遠いものです。 

 「希望出生率１・８」では、保育の受け皿を４０万人分から５０万人分に増や

しました。 

 しかし、出生率１・８になれば保育利用者は１００万人以上増えるとみられて

おり、遠く及びません。５０万人分は「認可保育所以外の多様な受け皿を整備」

として、ニーズが一番多い認可保育所には背を向けています。 

 「ＧＤＰ６００兆円」では、最低賃金を年率３％ずつ引き上げて全国平均１０

００円をめざすとしました。しかし、３％では物価上昇率と同程度で実質賃金の

増加にはなりません。ワーキングプア（働く貧困）解消どころか、内需拡大にも

ならないものです。 

 介護職員は全産業平均と比べて賃金が月１０万円も低く、職員を確保できない

ため、高齢者の受け入れを制限している施設も少なくありません。現状でも２０

年度には２０万人も不足する見通しです。保育でも７万人不足します。 

 ところが緊急対策には、人材確保に最も効果がある賃金の引き上げが盛り込ま

れていません。介護福祉士をめざす学生に対する学費貸与制度の拡大などにとど

まります。 

 安倍首相は「安心につながる社会保障」と繰り返していますが、実際にやって

いるのは社会保障の削減です。 

 今年度から介護報酬を過去最大規模で削減し、介護事業所の閉鎖やサービス削
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減など利用者に深刻な影響を広げています。来年度改定の診療報酬も削減をねら

っています。 

 非正規労働者の「正社員転換」も掲げていますが、実際には、労働者派遣法を

改悪し、｢生涯ハケン」「正社員ゼロ」をつくりだしています。 

 年金では、「低年金者支援」として１千万人の低年金者に給付金を配ることを

検討していますが、給付金は一度限りで､貯蓄に回る可能性もあり、マスコミか

らも「持続的な消費拡大につながらない」「露骨な選挙向けのばらまき」などと

指摘されています。 

 

◇2016 年度予算（全労連社保闘争本部会議資料より） 

１）補正予算案、３兆円台前半…１億総活躍やＴＰＰ 

 政府は 2015 年度の補正予算案を総額 3 兆円台前半とする

方向で検討に入った。 

 安倍内閣が掲げる「1 億総活躍社会」の実現に向けた対策

や環太平洋経済連携協定（TPP）交渉の大筋合意を踏まえた

農業対策が柱となる。12月中旬に補正予算案を閣議決定し、

来年 1 月 4 日に召集する通常国会に提出する。 

 7～9 月期の国内総生産（GDP）は 2 四半期連続でマイナ

スとなったが、政府は緩やかな景気回復が続いているという

判断を変えていない。安倍内閣の経済政策「アベノミクス」

に対する批判につながりかねないため、短期的な景気刺激策

との位置づけにはしない。 

 「1 億総活躍社会」の対策としては、低所得の年金受給者向けに給付金を配る方針だ。1

人あたり数千～数万円と幅広い案で検討しており、総額で数千億円規模になる可能性もある。 

（読売）2015.11.19 

２）低所得年金者に３万円給付へ…対象１０００万人 

 政府は 2015 年度補正予算案で、低所得の年金受給者向けに 1 人あたり 3 万円の給付金を

配る方針を固めた。 

 安倍内閣が掲げる「1 億総活躍社会」の実現に向けた対策と位置付ける。しかし、3 万円

という水準は、過去の事例と比較しても高めで、来夏の参院選を見据えた「バラマキ」との

批判が強まる可能性がある。 

 対象は約 1000 万人にのぼるとみられ、財源は 3000 億円程度となる見込みだ。 

 政府は、1 億総活躍社会の目標として、〈１〉国内総生産（GDP）600 兆円〈２〉希望出生

率 1.8〈３〉介護離職ゼロ――を掲げている。年金受給者は、景気回復に伴う賃上げの恩恵を

受けていないととらえ、給付金で個人消費を活性化させて GDP を伸ばす。（読売）2015.11.25 

３）社会保障費、伸び５千億円弱 １６年度予算で財政審建議 

 財政制度等審議会は 24 日、2016 年度予算編成に関する建議（意見書）を麻生太郎財務相

に提出した。財政健全化につなげるため、年金、医療など高齢化に伴う社会保障費の伸びを

前年度比 5 千億円弱に抑えるよう要請。公共事業など他の歳出は人口減少を反映した「自然

減」を前提にすべきだと強調した。 
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 これを受け、12 月下旬の政府予算案決定に向けた作業が本格化する。建議は診療報酬を

16 年度改定で引き下げるよう提言しており、折衝の行方が大きな焦点になる。 （共同）

2015.11.24 

◇医療関係 

１）財務省、診療報酬下げ要求 薬局技術料を抜本改革 

 財務省は 30 日に開いた財政制度等審議会の分科会で、医療サービスの公定価格である診

療報酬を 2016 年度改定で引き下げるよう求める方針を示した。報酬のうち「本体」と呼ば

れる医師・薬剤師の技術料を 10 年ぶりのマイナス改定とし、特に調剤薬局について抜本改

革するよう提案した。 

 この方針通りなら国の歳出と患者の窓口負担が少なくなる一方、医師・薬剤師の収入減を

招くため、16 年度予算編成では厳しい調整となる。 

 診療報酬は医師などの技術料と医薬品の価格からなり、改定は 2 年に 1 回。薬価は市場実

勢に沿って下がってきたが、技術料は 08 年度以降プラスが続いていた。 （共同）2015.10.30 

２）新薬加算広げ高薬価維持 厚労省、製薬企業の利益優先 中医協専門部会 

 2016 年度診療報酬改定をめぐり、厚生労働省は 11 日、製薬企業の利益を優先して高薬価

を維持する「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」（新薬加算）を拡大する考えを中央社会保

険医療協議会の専門部会で示しました。企業側も意見陳述し、加算の継続を求めました。 

 新薬加算は、新薬の開発費の確保などを口実に 10 年から試行導入したものです。14 年ま

でに 2180 億円が注ぎ込まれ、対象品目の薬剤費は総薬剤費の 3 割に拡大。薬価の高止まり

の原因になっています。 

 厚労省は､｢医薬品産業の国際競争力強化に向けた必要な措置」を求めた安倍政権の「骨太

方針」などを示し、新薬加算を維持・拡大する方針を強調。企業側も「研究開発原資の確実

な確保」と称して、加算の継続を迫りました。 

 医療費の支払い側にあたる健康保険組合連合会の委員は「2 千億円の投資がどれだけの効

果を生んだか、きちんと検証すべきだ」と指摘しました。 

 中医協ではまた、集合住宅やアパートなどの同一建物での同 1 日の在宅医療について、個

人宅訪問などに比べてコストが少ないなどといって報酬の削減対象とした前回改定について

一部見直す考えも示しました。改定によって、日を変えて訪問するなど医療機関の負担増と

なり､｢診療の効率性が低下している」と分析しています。 

 現在、月に 1 度でも同一建物以外を訪問していれば減算されないのを、1 カ月の訪問患者

数を細分化して、訪問日の変更が生じている問題に対応。同一建物の区分についても、高齢

者向け集合住宅・施設以外のアパートや団地の場合は削減幅を緩めることを提起しました。 

（赤旗）2015.11.13 

 

Ⅲ、以下の課題についての提案を受け、協議し確認した。 

１、医療・介護大運動の取り組み 

１）２０１５年度「安全・安心の医療・介護署名」（連絡文書、署名参照） 

 ①署名推進の学習資材、宣伝資材について 

  ・署名（連絡文書参照）⇒民医連４０万、全労連３３万、社保協１２万（埼 

玉土建７万、静岡社保協１千） 
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署名データの増刷りとデータ発信を 

・学習：⑴学習リーフ⇒全日本民医連の大型学習チラシの活用し、４ページを   

     目途に署名推進に役立てるリーフを緊急に作成 

⑵学習会データの活用呼びかけ⇒前半部分完成（データ配信） 

 ・宣伝資材： 

⑴チラシ⇒署名はがき付チラシ 

１０万枚（Ａ５両面）⇒８日頃完成予定（１枚３円で活用） 

ポケットティッシュ付１０万個⇒民医連作成、各県で活用呼びかけ 

     ⑵プラスター⇒作成中 

     ⑶宣伝スポット⇒作成中 

 ②宣伝行動 

   ⑴中央は、月１回の宣伝行動を計画する⇒「４」の日宣伝など 

    １２月１４日（月）１２時半～ 巣鴨駅前（東京社保協と共同） 

    １月 ２７日 （水）１２時～  池袋駅（全労連社保闘争本部と共同） 

     ２５日の消費税廃止各界連宣伝行動は引き続き共同して取り組む 

   ⑵各県・地域での宣伝行動⇒各県・地域の定例宣伝強化を呼びかける 

    長野県：11 月 25 日実施、神奈川県：12 月県内 100 カ所宣伝計画等 

    東京：中央社保協署名に年金・国保を加え独自署名作成 

２）医療介護大運動・２年目学習交流集会（案）～連絡文書、スケジュール参照、 

  ・日時 １２月２０日（日）１３時開会－２１日（月）１５時終了予定 

  ・場所 愛知労働会館 

  ・基調報告案～第二次行動要項参照 

    補強点 地域医療計画の状況と学習交流の提起 

        ２０１８年の医療・介護報酬同時改定に向けてのたたかい 

        国保の都道府県化について年明けにＷＧの議論詳細が提示 

子ども医療助成ペナルティーの廃止問題 

３）医療・国保改善の取り組み 

①地域医療計画の各地の状況の把握、情報収集 

   都道府県が策定している「地域医療構想」について、県の計画の進捗状況 

や見解、住民や地域の団体、労働組合等の意見反映、集約し、実態を無視し 

た病床削減を行わないよう各県で要請行動等取り組まれています。北海道、 

青森、東京、京都、大阪等、計画の議論が進み、マスコミ等の報道、交流集 

会等が開催されています。 

全国の進行状況や計画を把握し、内容の検討を医療団体連絡会議、地域医

療交流集会実行委員会、研究者等とも共同しすすめる。 

情報の集中を！  

    

②「国保都道府県単位化Ｑ＆Ａ」の活用 

⇒国の検討状況について把握し、第二版を発行する 

 １２月１４日 国保部会で検討 
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③滞納処分・差押問題交流集会 

⇒西日本・東日本の２ブロックの開催を（ブロックと共催） 

   ※西日本⇒岡山で日程を調整 

※東日本⇒東京社保協主催（中央社保協共催）として東京・けんせつプラ 

ザ東京で、２０１６年１月３０日に開催。 

  ⇒東日本集会の開催案 

  ○滞納・差押について、取り組まれている滞納処分・差押阻止の運動につい 

て交流⇒全商連に依頼 

○滞納処分問題の実務的な反論等について⇒自治労連か弁護士に依頼 

○各地で取り組まれる相談活動交流と相談活動のワンポイント学習 

＜スケジュール案＞ 

１０時    受付 

 １０時半   開会 

 １０時４０分 基調講演① 全商連 

 １１時３０分 〃   ② 自治労連もしくは弁護士 

 １２時１０分 昼食休憩 

 １３時１０分 各地の運動交流 群馬、神奈川等から 

 １４時００分 相談活動ワンポイント学習・交流 

 １５時００分 全体交流 

 １５時５０分 まとめ 

 １６時    閉会 終了      

  

４）介護改善の取り組み 

⑴11・11「介護・認知症なんでも無料電話相談」結果のまとめは 12 月中に記者

レクを実施 
⑵ンケート・実態調査をもとに自治体との懇談・要請 
・新総合事業の実施について（参考：大阪社保協作成） 
・介護保険利用料２割負担の実態 
・高齢者の住まいの確保 
⑶アンケートでの実態調査をもとに各事業所との懇談、学習・交流会 
・アンケート調査の実施 
・懇談の申し入れ 
・介護労働者との交流など 
 

２、マイナンバー制度反対の取り組みについて 

マイナンバー制度反対連絡会に結集し、取り組みを強化。社会保障誌新春号に

学習用の記事を掲載。 

●宣伝・署名活動 

  １１月２４日（火）１２時～１３時 新宿 

   １月２２日（金）時間・場所未定 

6



7 
 

 ●院内集会・記者会見（チラシ参照） 

  １２月８日、１３時半、衆議院第二議員会館第一会議室 

   ※制度の内容・中身・運動など、連絡会の団体で分担し報告 

   ※中央社保協から寺川代表委員が報告 

 ●１月には市民もまきこんだ大きなシンポなどのイベントを検討。 

 

３、生活保護・年金引き下げ反対の取り組み 

 １）生存権裁判全国連絡会代表委員会 

  ⑴１１月２７日に代表委員会 

   １２月１０日（木）最高裁要請（青森から原告参加）、国会内集会 

            記者会見 

   総会 ２０１６年５月２１－２２日 板橋グリーンホール 

  ⑵朝日健二さんを偲ぶ会について（案） 

   ○日程 ２０１６年４月９日（土）１３時～ 

   ○会場 全労連会館ホール 

   ○運営団体 生存権裁判全国連絡会、同東京連絡会、中央社保協 

   ○内容（二部形式） 

     第一部 朝日訴訟の意義（仮）等の課題で、ミニ講演 

         朝日さんを偲ぶコメント 

     第二部 朝日さんをしのんで懇親会 

       

 ２）年金署名、年金引き下げ反対（年金者しんぶん参照） 

 

４、戦争法廃止、安倍政権ノー運動の取り組みについて（再掲） 

  憲法共同センター、全労連、総がかり行動実行委員会の提起する行動に中央

社保協も運動への参加呼びかけ等含めて結集します。 

①参議院選挙改選議員への抗議ＦＡＸについて 

参議院選挙改選議員への国会・地元事務所へ向けた抗議ＦＡＸに取り組みます。 

②「戦争法」廃止 毎月 19 日のアピール行動  

 「戦争させない・9 条壊すな！総がかり実行委員会」は、強行採決の「19 日を

忘れない！」と、毎月 19 日の国会周辺での集会「9 月 19 日を忘れない行動」

を提起しています。この行動に結集し、国会周辺及び各地の県社保協に毎月 19

日の各地の戦争法廃止アピール行動の共同を呼びかけます。 

③「戦争法」廃止署名の取り組み 

 「総がかり実行委員会」は、2000 万筆を目標に「憲法違反の戦争法の即時廃止

を求める署名」の取り組みを提起しています。「戦争法」廃止署名についても

位置づけ、各県・地域で共同の取り組みを広げます。 

 

５、全労連社保闘争本部の当面する取り組みの具体化 

（１）補正予算に向けた緊急の厚労省交渉について 
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介護・保育労働者の処遇改善に要求を絞って、緊急の厚労省交渉を行うこと 

を確認。日程は調整中。 

（２）新年度の社保協署名について 

 社保闘争本部としての署名宣伝行動を行う 

→1月 27 日（水）12:00～13:30 池袋 

 医療・介護署名、年金署名の２つの署名で昼休み宣伝行動を実施 

 各単産の独自署名を持ち寄りＯＫ。春にもう 1回宣伝行動を予定 

 

６、以下、今後の主な日程について確認した。 

１２月２日 第５回運営委員会 

   ３日 きょうされん宣伝行動 

   ５日 労働総研研究会 

   ８日 中国ブロック会議 

      東海ブロック会議 

      マイナンバー反対院内集会 

   ９日 １０・２２集会実行委員会 

      １０・２８集会実行委員会 

  １１日 医療団体連絡会議合同事務局会議 

      東北ブロック会議 

  １４日 国保部会 

      安全・安心の医療介護署名宣伝行動（１２時半～ 巣鴨駅前） 

  １６日 医労連社保対策委員会 

  １６～１８日 厚労省前座り込み 高齢者運動連絡会・老地連 

  １７日 社保誌編集委員会 

      地域医療全国交流集会実行委員会 

  １８日 福祉共同行動実行委員会 

  １９日 埼玉県社保協総会 

  ２０日 医療・介護大運動（第二次）交流集会（～２１日） 

  ２５日 第６回代表委員会 １４時～ 全労連会館 終了後忘年会 

※全国代表者会議⇒２月１６日（火）、全労連会館ホール 

  ※来年通常国会・開会日行動について（国民大運動実行委員会報告より） 

   総がかり行動実行委員会が国会開会日行動を予定しており、力の集中を図 

るため、その行動に結集する。 

○総がかり実行委員会主催／通常国会開会日行動 

日時 ２０１６年１月４日（月）１２：００～１３：００ 

場所 衆議院第二議員会館～参議院議員会館前 

   内容 詳細未定 

  ７、団体・地域報告（略） 

第６回運営委員会の日程について確認し終了した。 

 ２０１６年  １月１３日（水）１４時～ 会場：日本医療労働会館（予定） 
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「介護をよくする東京の会」第６期 第９回事務局会議報告 

日時：１２月１６日（水）1３：0０～ 会場：東京自治労連会議室 

出席：中野（地評）、中村（医労連）、及川（民医連）、相川（社保協）、森永（全国ヘルパー） 

西銘（医労連）横田（福保労）、藤井（年金者組合）、杉山（東京自治労連）下線欠席 

 

＜報告事項＞ 

1、前回（第８回）事務局会議報告を資料添付した 

2、各団体等の報告 

※介護事業所アンケートを、日野・八王子・町田・昭島・西東京・豊島・足立・品川の８

地域で実施した。また、大田・葛飾・練馬の３地域が実施に向けて検討中 

 ※11/6 から全国各地で開催された、厚労省「総合事業」早期移行セミナーについて報告 

された。その内容は、現行のサービス内容のまま早期に移行し、走りながら実施に向け 

て準備すればよいと。これを受け、各自治体が「総合事業」前倒し実施の方向で進めて 

くることが予想される。 

＜中村・足立＞健和会Ｇの介護事業所アンケートの概要について報告された。 

＜事務局＞11/11 の介護認知症なんでも電話相談結果を踏まえた「記者会見」の記事に 

ついて報告した。総合事業への移行時期について、移行時期未定だった台東区が来年３ 

月から実施することになったことが報告された。 

３、協議事項 

1）自治体首長への、介護報酬、介護保険料問題の要請を引き続きに実施していく。 

2）あわせて、第 6 期事業計画及び介護改善のための自治体への要望・懇談を、事業者アン 

ケートなどを実施し、その内容で各地域で実施していくことを改めて確認した。 

3）第 6 期事業計画について 

①引き続き、各自治体の状況をつかんでいくことを確認した。とりわけ、４月から地域支 

援事業を開始する自治体の実施状況などをつかみ、今後、地域支援事業をスタートさせる 

自治体の準備状況などもつかんでいくこととした。 

②介護フォーラム及び 2015 年度総会の内容について検討した。なお、まとめと方針につ 

いては、次回事務局で最終確認することになった。 

4）医療・介護大運動、２年目学習交流集会が、12/20・21（日月）に愛労連会館で実施 

されるが、この集会への参加を組織していくことを確認した。 

  

 次回日程：1 月６日（水）1３：0０～15：00 東京自治労連 4 階会議室 

9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険制度の「改正」が４月より開始され、要支援者を対象にした訪問介護と通所介護サービ

スが自治体の事業（地域支援総合事業）に順次移行されることになりました。すでに、東京では千

代田・品川・荒川・練馬・江戸川・国立・稲城の７自治体が４月から、武蔵野市が１０月から事業

を開始しました。また、来年４月からの開始予定の自治体が１８自治体（調布市は１０月から）と

なっており、残りは２０１７年４月から開始予定となっています。 
こうした状況をふまえ、すでに総合事業を実施している自治体の状況や、実施にむけて準備して

いる自治体の状況などの報告、総合事業のケアプランを作成している地域包括からの報告と交流の

ための介護フォーラムを、２０１６年１月１６日に行います。 
つきましては、介護フォーラムの前段で２０１５年度総会を開催することになりました。関係各

位の皆さんの参加をおねがいいたします。あわせて、介護フォーラムへの参加もお願いいたします。

 

 

りそな銀行 
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 2015 年度介護事業所アンケート（概要２） 

                                     2015 年1２月１７日 

                                 介護をよくする東京の会事務局 

◎介護事業所アンケート実施状況 

 11/19 現在の集計 発送事業所数 2350 ケ所 集約事業所 540 ケ所（23％） 

 11月末で2467ケ所に送付し573ケ所から回答があるもののデーター未着のため集計できていない。 

◎概要 

1）介護報酬の引き下げの影響 

 ①前年度比収入（回答数389）  

減少226（58％）同じ100（26％）増22（6％） 回答なし 41（10％） 

 ②介護報酬改定に対する対応（複数回答可、487） 

  処遇改善加算取得214（44％）  特になし97（20％）   

＜雇用条件見直し＞ 

 賃金労働条件見直し86（18％） 非正規中心に25（5％） 欠員補充なし65（13％） 

＜事業見直し＞（回答数154） 

 要支援者受け入れ不可44（29％） 大規模化35（23％）  

事業の中止（検討含む）10（6％） その他65（42％） 

 ③職員状況（390） 

  不足・大変不足233（60％）充足121（31％）その他・回答なし36（9％） 

 

2）調査概要 

 ①介護報酬引き下げの影響について 

  前年と比較して「増えた」は22 事業所（6％）、ほぼ同じ100 事業所（26％）、減収26 事業 

 所（58％）と、「減った」は、過半数（58％）を超え、診療報酬改定の影響が深刻な事態 

 ②改定に対する対応では 

  処遇改善加算取得が214 事業所（44％）で4 割を超えていますが、加算取得が経営改善につながっ 

 ていないことがうかがえます。 

  雇用条件見直しでは、賃金・労働条件見直し18％、非正規5％、欠員補充なし13％と、今回の改定 

 が労働者条件へのしわ寄せにつながっています。（全労連ヘルパーネットの介護労働者アンケートでは、 

処遇改善加算を取得したが、実際に賃金が上がったと答えた労働者は16％程度） 

  また、要支援者受け入れ不可（29％）・事業中止（6％）と、3 割近くの事業所が要支援者の受け入 

れを中止する方向が示され、事業中止（6％）の回答も少なからずあり、今回の訪問で調査に行ったらす 

でに事業所が無くなっていたとの報告もあり、利用者の受け入れ条件の悪化が懸念されます。 

（東京商工リサーチの調査では１月から9 月までで57 事業所が倒産しているとの報告も） 

③職員の状況は 

 不足・大変不足が233 事業所（60％）充足121 事業所（31％）と、6 割の事業所が不足と回答。 

介護事業所は、困難な経営を少ない人員でのりきっていること。及び、人員補充が追い付かない状況が 

伺えます。 
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3）コメント（仮） 

 ①今回の介護報酬の大幅引き下げは6 割近くの事業所が減収と回答したが、まだ規模別・業種別の集計 

 ができていない状況ですが、地域密着の小規模単独事業所（チェーン展開をしていない）に深刻な影響 

 が出ていると考えられます。とりわけ、小規模通所・訪問介護事業所、入所施設では小規模グループホ 

ームや小規模多機能事業所への影響が大きいと考えられます。 

②診療報酬引き下げへの対応では、賃金や労働条件の見直し（欠員不補充や非正規中心に運営、賃金を 

上げられないなど）による労働者へのしわ寄せで今回の改定を乗り切ろうとしていることが伺えます。 

③とりわけ重大なのは、4 月から介護保険制度が「改正」され、ヘルパーとデイサービスが国に事業か 

ら、自治体のサービスに移行（2017 年4 月までに順次実施）しましたが、今回の改定対応として、「要 

支援者の受け入れを止める」が１割近くの事業所から回答されていることです。さらに、「事業の中止・ 

廃業」も3％の事業所から出されており、このままで推移すると、地域での継続したサービスが確保出 

来ないことも懸念されます。 

 

12



 

 
 

12 月度事務局団体会議報告 
2015 年 12 月 8 日                    消費税廃止東京各界連絡会 

 参加 6団体 6人(自治労連・土建・社保協・共産党・なくす会・東商連) 

 

一 当日の宣伝行動(大塚駅北口)のまとめ 

 参加 ＝６団体 19 人(民医連・自治労連・東商連・共産党・なくす会・土建) 

 署名数＝消費税増税中止署名６、戦争法制廃止署名２ 

  

二 キャラバン宣伝行動のまとめ 

一、７月から 11 月の「キャラバン宣伝行動」のまとめ・・・別紙 

二、1５回のキャラバン宣伝行動を通しての総括と「評価」 

 〇現場の支部・分会と連帯した運動としての広がりをつくれた。 

 〇八王子の「なくす会ニュース」では、「県連が地域の運動を励ましてくれた」と評価。

武蔵村山ではキャラバン宣伝にあわせ、団地への署名行動が取り組まれる。 

 〇草の根の運動を励ますこともできたのでは。宣伝が弱かった地域でもキャラバン宣伝へ

の参加の呼び掛けで、「構え」をつくることができた。 

 〇地域の呼びかけ、段取りの点での工夫も必要 

  ～等 

 

三 東京都への「陳情書」提出と、会派まわり行動（報告） 

一、陳情書の提出（別紙）・・・・11 月 25 日 

 ～杉山・林・工藤 

二、都議会各会派まわりの報告・・・12 月 4 日 

 〇自由民主党 

 (対応) 政務調査会・小野寺参事。 

  ・国策ですから。要請があったことは都疑団に伝える。 

 〇公明党 

 (対応) 佐子田事務局長・・・「個人的な意見」としながら、以下 

  ・増税に国民の反対が多いのは当たり前だが、支出との関係でどこかで折り合いをつけ

ないと。「福祉」はやりすぎ。公明党も含めて福祉の意味を理解していない。国民も甘

えている。じゃじゃもれで税金をあげるのはとうかと思っている。法人税をもっと引き

下げればいい、そのことで海外移転を止め雇用・賃金を上げる。 

  ・都議団にはまちがいなく伝えます。 

 〇日本共産党 

  (対応) 大山都議・松村都議・曽根都議 

  ・しっかりと審議のなかで主張していきたい。 
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〇民主党 

 ×「今、会議前でたてこんでいるので」と受け取ったのみ 

 〇都議会維新の党 

 ×「事前の連絡がないと対応できない」と受け取ったのみ。 

 〇生活者ネットワーク 

 (対応) 政務調査会・稲村 

 ・ある一定まではやむおえなと思うが、必要な社会保障と福祉の為に使われていない。8％

増税で大変だと思う。検討したい。 

 

四 東京各界連の運動の推進に関して 

一、決算報告 

 1、14 年度会計年度：2014 年 9 月 1 日から 2015 年 8 月 31 日 

 2、「決算」の報告・特徴 

二、運動の推進に関して 

 1、都議会陳情に対して、３月議会で委員会審議。審議日程が決まったら連絡。 

委員会傍聴を。 

 2、7 月の参議院選挙をにらんで、キャラバン宣伝行動の計画・検討 

  ■次回、事務局団体会議で提案し、討議します。 

 3、東京各界連とし「学習会」を開催し、広く呼びかける。 

  ■４月開催で検討、具体化については次回事務局団体会議で 

 

五 次回の宣伝・署名行動、事務局団体会議 

一、宣伝行動      １月１４日（木）１２～１３時・大塚駅北口 

二、事務局団体会議   １月１４日（木）１３時４５分～１５時 自治労連４階会議室 

 

 

※「決算報告」については、別途、送信します。 
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7 月のキャラバン宣伝活動   2015 年 7 月 17 日 

一、上野駅公園口      11 時～11 時 40 分（雨のため短縮） 

〇弁士 土建（斉藤）、なくす会（林）、共産党（徳留都議） 

〇参加 土建⑥、東商連④、共産党②、民医連①、なくす会①、自治労連①、 

    地評①、新婦人①      ・・・合計１７人（8団体） 

二、浅草雷門           13 時 30 分～14 時 30 分 

 〇弁士 土建（斉藤）、共産党（小竹都議）、民医連（北川）、民商（小原） 

社保協（相川） 

〇参加 土建⑦、東商連④、社保協①、民医連②、共産党②、自治労連①、地評① 

     なくす会①、新婦人①    ・・・合計２０人（9団体）    

三、北千住駅西口        15 時 30 分～16 時 30 分 

 〇弁士 土建（牧）、共産党（大島都議）、民医連（菊池）、新婦人（由比ヶ浜） 

〇参加 土建⑩、東商連④、民医連①、共産党②、自治労連①、地評①、なくす会① 

     新婦人②         ・・・・合計２２人（8団体） 

 署名     消費税増税中止３８人   （戦争法案反対４１人） 

 

8 月のキャラバン宣伝活動  2015 年 8 月 21 日 

一、八王子駅北口（東急スクウェア前）  11 時～12 時 

 〇弁士 土建、共産党（山越市議）、八王子民商、新婦人、なくす会 

 〇参加 土建⑧、新婦人⑤、東商連③、なくす会②、共産党②、自治労連① 

     八王子の会⑨            合計３０人（7団体） 

 

二、武蔵村山市都営村山団地（オリンピック前）13 時 30 分～14 時 30 分 

 〇弁士 土建、共産党（渡辺市議）、東商連、新婦人武蔵村山支部、なくす会 

 〇参加 土建⑱、共産党⑧、新婦人⑥、共産党②、自治労連①、なくす会①、 

民医連①、東商連①         合計３８人（8団体） 

 

三、東久留米市公団滝山団地（団地センターバス停） 

～15 時 30 分～16 時 10 分（雨のため、宣伝時間を短縮） 

 〇弁士 土建、共産党（村山市議）、東久留米社保協、新婦人東久留米支部、東商連 

 〇参加 土建⑩、新婦人⑥、東久留米社保協①、共産党①、民医連①、自治労連① 

  東商連①                 合計２１人（7団体） 

   

署名、消費税増税中止署名 ８０人、 戦争法案反対署名 ７９人   
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９月のキャラバン宣伝活動   2015 年 9 月 28 日 

一、三鷹駅北口    11 時～12 時 

 〇弁士 土建（あそじま）、共産党（橋本市議）、民商（中田）、社保協（相川） 

なくす会（林） 

 〇参加 土建⑤、東商連②、なくす会①、共産党③、自治労連①、地評①、社保協① 

     民医連①               合計１５人（8団体） 

二、吉祥寺駅北口   13 時 30 分～14 時 30 分 

 〇弁士 土建（あそじま）、共産党（柴市議）、民商（沢崎）、民医連（菊池） 

 〇参加 土建⑥、東商連④、なくす会①、共産党②、自治労連①、民医連① 

         合計１５人（6団体） 

三、練馬光が丘・ＩＭＡ前  16 時～17 時 

 〇弁士 土建（佐藤）、共産党（原）、民商（井賀）、なくす会（林）、 

新婦人（由比ヶ浜） 

 〇参加 土建⑫、東商連②、なくす会①、共産党②、民医連①、新婦人① 

                        合計１９人（6団体） 

 署名   消費税増税中止署名 ８２人、戦争法廃止署名４９人 

    

10 月のキャラバン宣伝行動   2015 年 10 月 19 日 

一、ＪＲ大井町駅（ヨーカドー前）         11 時～12 時 

 〇弁士 土建（小林）、共産党（香西品川地区委員長）、民商（広瀬） 

     なくす会（林）、 

 〇参加 土建⑬、民商⑧、共産党②、なくす会① 

                          合計２４人（４団体）、 

  

二、ＪＲ品川駅（港南口）    13 時 30 分～14 時 30 分 

 〇弁士 共産党（大滝港区議）、なくす会（林）、社保協（相川）、民医連（椎野）   

 〇参加 土建⑪、民商①、共産党②、なくす会①、民医連①、社保協① 

     自治労連①                合計１８人（７団体） 

三、よみせ通り商店街      15 時 30 分～16 時 30 分 

 〇弁士 土建（斉藤）、共産党（小竹都議）、民商（涌井）、民医連（椎野） 

 〇参加 土建⑭、民商③、共産党②、なくす会①、民医連①、自治労連① 

                          合成２２人（６団体） 

 

署名 消費税増税中止署名７７人、戦争法廃止署名３２人 
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11 月のキャラバン宣伝活動   2015 年 11 月 13 日  

一、門前仲町駅          11 時～12 時 

 〇弁士 共産党（渕上都議）、土建（永島）、民商（森外）、民医連（椎野） 

 〇参加 土建⑪、東商連④、共産党③、地評①、自治労連①、なくす会①、民医連① 

                         合計２２人（７団体） 

 

二、神田神保町交差点        13 時 30 分～14 時 30 分 

 〇弁士 共産党（小竹都議）、土建（鎌谷）、なくす会（林） 

 〇参加 土建⑩、東商連①、共産党③、なくす会①、民医連① 

                         合計１６人（５団体） 

 

三、新宿駅東口（アルタ前）     15 時 30 分～16 時 30 分 

 〇弁士 中央各界東商連（勝部事務局長）、自治労連（喜入書記長）、 

民医連（石上社保組織部長）、共産党（宮本衆議院議員） 

社保協（相川事務局次長）、東商連（星会長） 

 〇参加 土建⑯、東商連④、共産党②、自治労連③、なくす会①、社保協①、 

     民医連①、全商連③ 

                         合計３１人（８団体） 

署名 消費税増税中止署名 44 名、戦争法廃止 38 名 
〇署名の合計は、 
  消費税増税中止署名    ４４名（※７月からの累計では３２１名） 
  戦争法廃止署名      ３８名（※７月からの累計では２３９名） 

 
 
 

５回のキャラバン宣伝行動を通して 

一、宣伝箇所     １５ケ所 

二、述べ参加人数   ３３０人 

三、参加団体 

東京土建、東商連、共産党都委員会、自治労連、東京地評、新婦人、民医連 

東京社保協、消費税をなくす会、 

四、署名数 

  消費税増税中止署名＝３２１人、戦争法廃止署名＝２３９人 
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東京都知事 舛 添 要 一 殿              ２０１５年１２月１日 

         要請団体 東京社会保障推進協議会 

会長  竹崎 三立 

         東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館６階 

                       電話（5395）3165・ＦＡＸ（3946）6823 

都民のいのちとくらしを守り都民要求の実現を求める要請書 

都民のいのちとくらしを守るための日頃からのご尽力に敬意を表します。 

医療・介護の充実、子育て施策の拡充など社会福祉に対する都民要求は切実です。福祉、医療、

保健、教育、雇用、子育て、高齢者・障害者福祉などを充実し、憲法を尊重する都政運営で安全・

安心の東京へ、自治体本来の役割を発揮されますよう以下の事項を要請いたします。 

 

【要請項目】 

１、子ども医療費の助成を18歳まで引き上げて下さい。 

２、区市町村国保における18歳までの子どもの均等割軽減の助成制度を創設し、同時に国保組合加

入の子どもの保険料に対する軽減措置も行ってください。 

３、2014年４月より新たに70歳に到達した方々の医療費窓口負担が２割となりました。東京都とし

て負担増部分を助成する制度を創設してください。 

４、都内での放射線量測定箇所を増やし、都内全体を網羅し測定結果を広く公開してください。汚

染箇所は、東京都の責任で速やかに除染してください。 

５、東京都防災計画の基本理念は、自助を強調し「自己責任」を優先させています。東京都の役割

と責任を明確にしたものにしてください。 

６、公共施設の耐震化をすすめると同時に、耐震診断および改修工事の助成制度を全都に拡充して

ください。 

７、国民健康保険料（税）、後期高齢者医療保険料の引き下げへ東京都の更なる財政支援をおこなっ

てください。 

８、児童手当や年金の差押えなど、「差押え禁止債権」にまでおよぶ違法な差押えが頻発していま

す。都として即刻中止するように全自治体への指導を行ってください。 

９、看護師養成の充実を図るため、看護学校の定員増、学校の増設をしてください。 

10、シルバーパスを利用できる交通機関を増やしてください。３千円、５千円などの区分を加え、

低中所得者が利用しやすいようにしてください。 

11、介護職員処遇改善のため、介護事業所への人件費補助や研修費補助など東京都の独自の財政支

援を行って下さい。 
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12、「障害者権利条約」の批准・発効に相応しく障害者が安心して生活ができるように東京都独自施

策を継続・拡充してください。あわせて都における障害者雇用の促進を図ってください。 

13、「長期ビジョン」で掲げられた保育園の待機児解消、特別養護老人ホーム増設について、早期に

実現し、待機者・児解消を早急に行ってください。 

14、大気汚染医療費助成制度は「都の負担分を恒久的に維持する」とともに、国に「新しい救済制

度」の創設を求める実効ある行動を直ちにおこなってください。 

15、餓死・孤立死を防ぐため、各自治体の施策を充実させるよう援助し、東京都としての対策を拡

充して下さい。 

16、生活保護の申請にあたっては、従来通り「口頭での申請」も受付、受付時に要否判定のための

資料提出を強要することがないように関係部署への指導を徹底してください。 

17、生活保護基準の引き下げに伴い、特に、就学援助から外された家庭の実態調査を行い、結果を

公表するとともに就学援助から外された家庭の救済を行うように自治体への指導、都としての手

立てを講じてください。 

18、東日本大震災に伴う東京在住の東日本大震災被災者への減免を東京都として継続してくださ

い。 

【国及び関係機関への要請、意見書提出】 

1、子ども医療費助成、国保における子どもの均等割軽減制度を国の制度として創設するよう働きか

けてください。 

２、「戦争法」を廃棄にするように国、関係機関に働きかけてください。 

３、国民の知る権利を侵害する「特定秘密保護法」の廃棄を国に求めてください。 

４、横田基地へのＣＶ２２オスプレイ配備に反対してください。 

５、「基本合意」を遵守し、「骨格提言」に基づく「障害者総合福祉法」の制定をはかることを引き

続き国に要望してください。 

６、生活保護制度の削減・改悪をやめるよう国に要望してください。 

７、東日本大震災に伴う国民健康保険料（税）、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び一部負担

金・利用料の減免措置に対する国の財政援助は、8割でなく10割援助に戻すように働きかけてくだ

さい。 

８、「医療・介護総合法」「医療保険制度関連法」の廃棄を国に要望してください。 

９、年金を自動的に引き下げる「マクロ経済スライド」の廃止、最低保障年金制度の確立を国に要

望してください。 
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開催日 　共催団体　　

第1次 12月末

第2次 1月末

第3次（最終） ２月末

Ｅ-mail:syaho001@chihyo.jp FAX:03-3946-6823

（集約日） ※２０１５年７月以降の学習会を全て記入して下さい。

※幹事会や事務局会議の事前学習なども記入して下さい。

※少人数学習（会）なども記入して下さい。

報告日　　　　　月　　　日　報告者（　　　　）

　中央社保協は、「安全・安心の医療・介護大運動」として、署名活動、宣伝行動、自治体・議会への
働きかけを強めることを提起しています。そのために、「全国１万か所での大学習活動」に取り組み、
「知を力に」運動を前進させることを呼びかけています。
東京社保協としても、地域や団体での学習会の開催及び予定の集約を行います。2015年7月以降に開
催した学習会についての報告書を作成しましたので、ご協力下さい。　　2015年12月９日　事務局

1万か所学習運動報告書 地域・団体名（　　　　　　　　　）　

取り組みの特徴及び今後の予定など

☆この報告書を下記のメールかＦＡＸで送って下さい。

学習テーマ（演題名） 参加者数

地域・団体名
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参議院議員      様 

 

「安全保障関連法」の廃止を求めます 
 

貴職の日頃のご奮闘に敬意を表します。 
さて、２０１５年９月１９日、集団的自衛権行使を具体化する「安全保障関

連法」が強行採決されました。日本弁護士連合会や多くの憲法学者から「憲法

違反」と指摘され、世論調査では、国民の8割が「政府の説明は十分とは言えな

い」と慎重審議を求め、法案の廃案を要求する国民の怒りと声が全国各地で大

きく広がっているなかでの採決強行は、民主主義を否定するものです。 

「安全保障関連法」は、憲法尊重義務を負う政府と国会議員が自ら憲法を無

視するという立憲主義の否定でもあります 

いつでも、どこへでも自衛隊を派兵し、日本を海外で他国とともに戦争する

国にするための「安全保障関連法」を認めることはできません。 

また、政府は「安全保障関連法」の強行とともに、軍事費を５兆円と過去最

高に伸ばしながら一方で、社会保障財源の大幅削減をすすめています。「医療

難民」「介護難民」が急増する中、社会保障の拡充こそが、いま求められてい

ます。 

良識の府と言われる参議院において、国民の願いをうけとめ、憲法を守りい

かす立場に立って、その良識を発揮されるよう強く求めるものです。 

 

◆要請事項 

 ①「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法」を廃止してくださ

い。 

②国の責任で、いのちと人権が大切にされる社会保障を充実してください。 

 

【私のひとこと】 

 

 

 

 

住所                  氏名            

    

東京社保協 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-33-10 東京労働会館６階 

（                                ）  
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 ２０１６年改選議員・国会連絡先　名簿 2015.7.28

は戦争法に賛成した議員

名前 ふりがな 所属
選挙
区

部屋番号 議員会館℡ 議員会館ＦＡＸ メールアドレスまたは投稿用HP
特委役職な

ど

猪口　邦子 いのぐちくにこ 自民 千葉 1105 03-6550-1105 03-6551-1105 委員

山本　順三 やまもとじゅんぞう 自民 愛媛 1019 03-6550-1019 03-6551-1019 junzo@j-yamamoto.net 委員

北澤　俊美 きたざわとしみ 民主 長野 424 03-6550-0424 03-6551-0424 dpnagano@dia.janis.or.jp 理事

福山　哲郎 ふくやまてつろう 民主 京都 808 03-6550-0808 03-6551-0808 f-kyoto@fukuyama.gr.jp 理事

小川　敏夫 おがわとしお 民主 東京 605 03-6550-0605 03-6551-0605 http://www.ogawatoshio.com/ 委員

大野　元裕 おおのもとひろ 民主 埼玉 618 03-6550-0618 03-6551-0618 sangiin.oono@gmail.com 委員

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

那谷屋正義 なたにやまさよし 民主 比例 409 03-6550-0409 03-6551-0409 masayoshi_nataniya@sangiin.go.jp 委員

白　眞勲 はくしんくん 民主 比例 1116 03-6550-1116 03-6551-1116 http://www.haku-s.net/opinion/form.html 委員/議運委員

広田　　一 ひろたはじめ 民主 高知 507 03-6550-0507 03-6551-0507 http://www.hirota1.com/mail.html 委員

蓮　　　舫 れんほう 民主 東京 411 03-6550-0411 03-6551-0411 info@renho.jp 委員

荒木　清寛 あらききよひろ 公明 比例 1115 03-6550-1115 03-6551-1115 理事

谷合　正明 たにあいまさあき 公明 比例 922 03-6550-0922 03-6551-0922 http://www.m-taniai.net/ 委員

小野　次郎 おのじろう 維新 比例 620 03-6550-0620 03-6551-0620 info@onojiro.jp 理事

片山虎之助 かたやまとらのすけ 維新 比例 418 03-6550-0418 03-6551-0418 okayama@toranosuke.net 委員

水野　賢一 みずのけんいち 無ク 千葉 519 03-6550-0519 03-6551-0519 office@mizunokenichi.com 委員

福島みずほ ふくしまみずほ 社民 比例 1111 03-6550-1111 03-6551-1111 mizuho-office@jca.apc.org 委員

荒井　広幸 あらいひろゆき 改革 比例 721 03-6550-0721 03-3508-9677 委員

山崎　正昭 やまざきまさあき 無 福井 1201 03-6550-1201 03-6551-1201 http://www.m-yamazaki.com/reference.html 議長

輿石　　東 こしいしあずま 無 山梨 322 03-6550-0322 03-3593-6710 https://k-azuma.com/index.php?id=3 副議長

足立　信也 あだちしんや 民主 大分 613 03-6550-0613 03-6551-0613 info@adachishinya.com

青木　一彦 あおきかずひこ 自民 島根 814 03-6550-0814 03-3502-8825

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

秋野　公造 あきのこうぞう 公明 比例 711 03-6550-0711 03-6551-0711

有田　芳生 ありたよしふ 民主 比例 416 03-6550-0416 03-6551-0416

石井　浩郎 いししひろお 自民 秋田 713 03-6550-0713 03-6551-0713

石川　博崇 いしかわひろたか 公明 大阪 616 03-6550-0616 03-6551-0616
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石橋　通宏 いしばしみちひろ 民主 比例 523 03-6550-0523 03-6551-0523 ishibasi@i484.jp

礒﨑　哲史 いそざきてつじ 民主 比例 1210 03-6550-1210 03-6551-1210 info@isozakitetsusji.com

市田　忠義 いちだただよし 共産 比例 513 03-6550-0513 03-6551-0513

岩井　茂樹 いわいしげき 自民 静岡 520 03-6550-0520 03-6551-0520

宇都　隆史 うとたかし 自民 比例 516 03-6550-0516 03-6551-0516

上野　通子 うえのみちこ 自民 栃木 918 03-6550-0918 03-6551-0918 michinet@sun.ucatv.ne.jp 

江口　克彦 えぐちかつひこ 次世代 比例 1002 03-6550-1002 03-6550-0054 http://eguchikatsuhiko.com/

江崎　　孝 えさきたかし 民主 比例 511 03-6550-0511 03-6551-0511 http://esakitakashi.net/office.html

江島　　潔 えじまきよし 自民 山口 1103 03-6550-1103 03-6551-1103 http://kiyoshi-ejima.jp/

江田　五月 えださつき 民主 岡山 1204 03-6550-1204 03-6551-1204 satsuki@eda-jp.com

尾立　源幸 おだちもとゆき 民主 大阪 1008 03-6550-1008 03-6551-1008 info@odachi.com

大家　敏志 おおいえさとし 自民 福岡 518 03-6550-0518 03-6551-0518 http://oie-satoshi.com/

大久保　勉 おおくぼつとむ 民主 福岡 1108 03-6550-1108 03-6551-1108 tsutomu_ookubo02@sangiin.go.jp

岡田　直樹 おかだなおき 自民 石川 807 03-6550-0807 03-6551-0803 http://okada-naoki.net/ 議運委員

岡田　　広 おかだひろし 自民 茨城 414 03-6550-0414 03-6551-0414 http://okada-hiroshi.com/

加藤　敏幸 かとうとしゆき 民主 比例 1212 03-6550-1212 03-6551-1212 http://kato-toshiyuki.com/

片山さつき かたやまさつき 自民 比例 420 03-6550-0420 03-6551-0420 http://www.satsuki-katayama.com/

金子原二郎 かねこげんじろう 自民 長崎 1202 03-6550-1202 03-6551-1202 kaneko_genjiro-s@sangiin.go.jp

金子　洋一 かねこよういち 民主 神奈川 1014 03-6550-1014 03-6551-1014 hellokaneko@gmail.com

岸　　宏一 きしよういち 自民 山形 315 03-6550-0315 03-6551-0315 info@jimin-yamagata.com

北川イッセイ きたがわいっせい 自民 大阪 1022 03-6550-1022 03-6551-1022 issei@circus.ocn.ne.jp

熊谷　　大 くまがいゆたか 自民 宮城 423 03-6550-0423 03-6551-0423 info@kumagai-yutaka.jp

郡司　　彰 ぐんじあきら 民主 茨城 912 03-6550-0912 03-6551-0912 akira_gunji@sangiin.go.jp

小泉　昭男 こいずみあきお 自民 神奈川 407 03-6550-0407 03-6551-0407 info@koizumi-akio.com

小坂　憲次 こさかけんじ 自民 比例 1209 03-6550-1209 03-6551-1209 http://www.kenjikosaka.com/campaign/mail/

小林　正夫 こばやしまさお 民主 比例 406 03-6550-0406 03-6551-0406

小見山幸治 こみやまよしはる 民主 岐阜 724 03-6550-0724 03-6550-0044 gifu@komiyama.to 議運理事
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斎藤　嘉隆 さいとうよしたか 民主 愛知 707 03-6550-0707 03-6551-0707 saito@saitoyoshitaka.com

櫻井　　充 さくらいみつる 民主 宮城 512 03-6550-0512 03-6551-0512 mitsuru_sakurai@sangiin.go.jp

芝　　博一 しばひろかず 民主 三重 317 03-6550-0317 03-6551-0317 hirokazu_shiba01@sangiin.go.jp

柴田　　巧 しばたたくみ 維新 比例 822 03-6550-0822 03-6551-0822 info@shibatatakumi.com

島尻安伊子 しまじりあいこ 自民 沖縄 405 03-6550-0405 03-6551-0405 http://shimajiriaiko.ti-da.net/c93597.html

主濱　　了 しゅはまりょう 生活 岩手 817 03-6550-0817 03-6551-0817 shuhama@cocoa.ocn.ne.jp

末松　信介 すえまつしんすけ 自民 兵庫 905 03-6550-0905 03-6551-0905 http://suematsu.org/opinion/

関口　昌一 せきぐちまさかず 自民 埼玉 1104 03-6550-1104 03-6551-1104 masakazu_sekiguchi@sangiin.go.jp

田城　　郁 たしろかおる 民主 比例 907 03-6550-0907 03-6551-0907 info@tashiro-kaoru.com

田中　　茂 たなかしげる 元気 比例 408 03-6550-0408 03-6551-0408 http://www.tanakashigeru.com/contact/

田中　直紀 たなかなおき 民主 新潟 306 03-6550-0306 03-6551-0306 http://www.naoki-tanaka.jp/

田村　智子 たむらともこ 共産 比例 908 03-6550-0908 03-6551-0908 http://www.tamura-jcp.info/

大門実紀史 だいもんみきし 共産 比例 1203 03-6550-1203 03-6551-1203 mikishi_daimon@sangiin.go.jp

高階恵美子 たかがいえみこ 自民 比例 714 03-6550-0714 03-6551-0714 http://www.takagai-emiko.net/

竹谷とし子 たけやとしこ 公明 東京 517 03-6550-0517 03-6551-0517 toshikotakeyainfo@gmail.com

谷　　亮子 たにりょうこ 生活 比例 804 03-6550-0804 03-6551-0804 http://www.taniryoko.jp/

津田弥太郎 つだやたろう 民主 比例 1006 03-6550-1006 03-3508-9160 tsuda@yataro.jp 

鶴保　庸介 つるほようすけ 自民 和歌山 313 03-6550-0313 03-6551-0313 info@tsuruho.com

寺田　典城 てらだすけしろ 維新 比例 920 03-6550-0920 03-6551-0920 http://sukeshiro.com/

徳永　エリ とくながえり 民主 北海道 701 03-6550-0701 03-6551-0701 http://tokunaga-eri.jp/

直嶋　正行 なおしままさゆき 民主 比例 1223 03-6550-1223 03-3503-2669 info@naoshima.com;

中川　雅治 なかがわまさはる 自民 東京 904 03-6550-0904 03-6551-0904 http://www.nakagawa-masaharu.jp/ 議運委員長

中曽根弘文 なかそねひろぶみ 自民 群馬 1224 03-6550-1224 03-3592-2424 hirofumi_nakasone01@sangiin.go.jp;

中西　健治 なかにしけんじ 無ク 神奈川 1102 03-6550-1102 03-6551-1102 http://nakanishikenji.jp/contact/

中西　祐介 なかにしゆうすけ 自民 徳島 622 03-6550-0622 03-6551-0622 http://yusuke-nakanishi.jp/contact.php

中原　八一 なかはらやいち　 自民 新潟 716 03-6550-0716 03-6551-0716 http://yaichi.jp/?page_id=40

長沢　広明 ながさわひろあき 公明 比例 801 03-6550-0801 03-6551-0801 http://www.nagasawa-hiroaki.jp/index.php?view=contact
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難波　奨二 なんばしょうじ 民主 比例 821 03-6550-0821 03-6551-0821 http://s-namba.jp/contact/

二之湯　智 にのゆさとし 自民 京都 921 03-6550-0921 03-6551-0921

西田　実仁 にしだまこと 公明 埼玉 1005 03-6550-1005 03-6551-1005 http://www.nishida-makoto.jp/blog/

西村まさみ にしむらまさみ 民主 比例 909 03-6550-0909 03-6551-0909 http://www.nishimura-masami.jp/ 議運委員

野上浩太郎 のがみこうたろう 自民 富山 1010 03-6550-1010 03-6551-1010 office@kotaro.net 議運理事

野村　哲郎 のむらてつろう 自民 鹿児島 1120 03-6550-1120 03-6551-1120 http://www.nomura-best.jp/box.html

長谷川　岳 はせがわがく 自民 北海道 619 03-6550-0619 03-6550-0055

浜田　和幸 はまだかずゆき 次世代 鳥取 719 03-6550-0719 03-6551-0719

浜田　昌良 はまだまさよし 公明 比例 316 03-6550-0316 03-6551-0316 info@hamada-m.com

林　久美子 はやしくみこ 民主 滋賀 1020 03-6550-1020 03-6551-1020 http://www.93co.jp/site/?page_id=44

福岡　資麿 ふくおかたかまろ 自民 佐賀 919 03-6550-0919 03-6551-0919

藤井　基之 ふじいもとゆき 自民 比例 1218 03-6550-1218 03-3597-9393

藤川　政人 ふじかわまさひと 自民 愛知 717 03-6550-0717 03-6550-0057

藤末　健三 ふじすえけんぞう 民主 比例 1009 03-6550-1009 03-6551-1009 info@fujisue.net

藤本　祐司 ふじもとゆうじ 民主 静岡 607 03-6550-0607 03-6551-0607 http://www.fujimoto-yuji.org/contact

堀内　恒夫 ほりうちつねお 自民 比例 304 03-6550-0304 03-6551-0304 https://www.horisan18.com/inquiry.php

真山　勇一 まやまゆういち 維新 比例 320 03-6550-0320 03-6551-0320 http://mayamayuichi.jp/?page_id=1058

前川　清成 まえかわきよしげ 民主 奈良 1205 03-6550-1205 03-6551-1205 maekawa@maekawa-kiyoshige.net 議運理事

前田　武志 まえだたけし 民主 比例 715 03-6550-0715 03-6551-0715 https://maetake.com/contact/contact.html

増子　輝彦 ましこてるひこ 民主 福島 602 03-6550-0602 03-6550-0602 info@mashikoteruhiko.com

松下　新平 まつしたしんぺい 自民 宮崎 824 03-6550-0824 03-6551-0824 http://www.shinnpei.com/new_frame.php?page=contact

松田　公太 まつだこうた 元気 東京 1215 03-6550-1215 03-6550-1215 https://cs266.xbit.jp/~w075153/index.php?page_id=4

松村　祥史 まつむらよしふみ 自民 熊本 1023 03-6550-1023 03-6551-1023 yoshifumi_matsumura@sangiin.go.jp

三原じゅん子 みはらじゅんこ 自民 比例 823 03-6550-0823 03-6551-0823 http://www.miharajunco.org/contact/index.html

水岡　俊一 みずおかしゅんいち 民主 兵庫 1118 03-6550-1118 03-3591-0510 shunichi_mizuoka@sangiin.go.jp

水落　敏栄 みずおちとしえい 自民 比例 1013 03-6550-1013 03-6551-1013

宮沢　洋一 みやざわよういち 自民 広島 820 03-6550-0820 03-6551-0820 https://www.miyazawa-yoichi.com/contact.html
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安井美沙子 やすいみさこ 民主 愛知 810 03-6550-0810 03-6551-0810 http://nekoyasui.jp/inquiry.html

柳澤　光美 やなぎさわみつよし 民主 比例 1106 03-6550-1106 03-6551-1106 office@yanagisawa-m.jp

柳田　　稔 やなぎだみのる 民主 広島 1222 03-6550-1222 03-6551-1222

山崎　　力 やまざきつとむ 自民 青森 504 03-6550-0504 03-6551-0504 http://www.yamachannel.gr.jp/contents/mail/mail.html

山田　太郎 やまだたろう 元気 比例 708 03-6550-0708 08-6551-0708 http://taroyamada.jp/?page_id=119

山谷えり子 やまたにえりこ 自民 比例 1107 03-6550-1107 03-6551-1107

横山　信一 よこやましんいち 公明 比例 402 03-6550-0402 03-6551-0402 http://gagome-yokoyama.jp/mimimail/index.html

吉田　忠智 よしだただとも 社民 比例 301 03-6550-0301 03-6551-0301 tadatomo-y-oita02@clear.ocn.ne.jp

若林　健太 わかばやしけんた 自民 長野 621 03-6550-0621 03-6551-0621 info@wakabayashikenta.com

脇　　雅史 わきまさし 無 比例 501 03-6550-0501 03-3580-2701 office@waki-m.jp

渡辺　猛之 わたなべたけゆき 自民 岐阜 325 03-6550-0325 03-6551-0325 http://www.watanabetakeyuki.jp/mailbox.html 議運理事
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猪口　邦子 いのぐちくにこ 自民 千葉 委員

山本　順三 やまもとじゅんぞう 自民 愛媛 794-0005 今治市大新田町2-2-50 0898-31-7800 0898-31-4151 委員

北澤　俊美 きたざわとしみ 民主 長野 380-0936 長野氏岡田102-28 026-236-1515 026-234-2342 理事

福山　哲郎 ふくやまてつろう 民主 京都 604-0861 京都市中京区烏丸通丸太町下ル大倉町207-2 075-213-0988 075-213-0977 理事

小川　敏夫 おがわとしお 民主 東京 委員

大野　元裕 おおのもとひろ 民主 埼玉 332-0017 川口市栄町2-1-11-103 048-271-5252 048-271-5200 委員

小西　洋之 こにしひろゆき 民主 千葉 260-0031 千葉市中央区本町2-2-6　パークサイド小柴102号 043-441-3011 043-441-3012 委員

那谷屋正義 なたにやまさよし 民主 比例 委員

白　眞勲 はくしんくん 民主 比例 委員/議運委員

広田　　一 ひろたはじめ 民主 高知 780-8001 高知市土居町9-7大平閣マンション301号室 088-831-1377 088-831-1390 委員

蓮　　　舫 れんほう 民主 東京 委員

荒木　清寛 あらききよひろ 公明 比例 451-0031 名古屋市西区城西1-9-5寺島ビル1F 052-522-1666 052-522-1665 理事

谷合　正明 たにあいまさあき 公明 比例 702-8031 岡山市南区福富西1-20-48クボタビル2F 086-262-3611 086-262-7722 委員

小野　次郎 おのじろう 維新 比例 400-0031 甲府市丸の内2-3-3タチバナビル3Ｆ 055-233-2626 055-233-2603 理事

片山虎之助 かたやまとらのすけ 維新 比例 700-0816 岡山市北区富田町2-5-11　サンジェルマン富田町201 086-221-1122 086-231-8945 委員

水野　賢一 みずのけんいち 無ク 千葉 285-0837 佐倉市王子台1-14-4　松戸ビル2階 043-463-2400 043-463-0475 委員

福島みずほ ふくしまみずほ 社民 比例 委員

荒井　広幸 あらいひろゆき 改革 比例 962-0013 須賀川市岡東町95 0248-72-2559 委員

山崎　正昭 やまざきまさあき 無 福井 910-0005 福井市大手3-4-1放送会館3階 0776-28-1081 0776-28-1067 議長

輿石　　東 こしいしあずま 無 山梨 400-0031 甲府市丸の内3-9-7 055-224-5414 055-223-6181 副議長

足立　信也 あだちしんや 民主 大分 870-0816 大分市田室町1-8 097-543-8484 097-543-8488

青木　一彦 あおきかずひこ 自民 島根 690-0873 松江市内中原町140-2-303 0852-22-0111 0852-22-2720

赤石　清美 あかいしきよみ 自民 比例 030-0822 青森市中央1-3-7帝産ビル2F 017-734-2277  017-734-2278  

秋野　公造 あきのこうぞう 公明 比例 802-0801 北九州市小倉南区富士見2-15-2 093-932-8600 093-932-8700  

有田　芳生 ありたよしふ 民主 比例

石井　浩郎 いししひろお 自民 秋田 010-0951 秋田市山王3-1-15 018-883-1711 018-883-1733 

石川　博崇 いしかわひろたか 公明 大阪 543-0021 大阪市天王寺区東高津町1-28 06-6766-1458 06-6766-0616 

石橋　通宏 いしばしみちひろ 民主 比例

礒﨑　哲史 いそざきてつじ 民主 比例
1
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市田　忠義 いちだただよし 共産 比例

岩井　茂樹 いわいしげき 自民 静岡 410-0865 沼津市東間門1-2-5 055-943-6122 055-943-6123 

宇都　隆史 うとたかし 自民 比例 892-0853 鹿児島市城山町2-30二之丸ビル203 099-239-8802 099-239-8802

上野　通子 うえのみちこ 自民 栃木 320-0034 宇都宮市泉町6-22 028-627-8801 028-627-5559 

江口　克彦 えぐちかつひこ 次世代 東京 100-0014 ｔｉｙｏｄａｋｕ永田町2-17-5ローレル永田町207 03-6268-8871

江崎　　孝 えさきたかし 民主 比例

江島　　潔 えじまきよし 自民 山口 754-0011 山口市小郡御幸町7-31アドレ･ビル103 083-976-4318 083-976-4319

江田　五月 えださつき 民主 岡山 700-0837 岡山市北区南中央町1-9 086-234-1151 086-234-2251

尾立　源幸 おだちもとゆき 民主 大阪 540-0026 大阪市中央区内本町1-2-8TSKビル6F 06-6920-4080 06-6920-4118

大家　敏志 おおいえさとし 自民 福岡 805-0019 北九州市八幡東区中央3-8-24 093-681-5500 093-682-0262

大久保　勉 おおくぼつとむ 民主 福岡 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-19-14ピーエスビル7F 092-433-0552

岡田　直樹 おかだなおき 自民 石川 920-8203 金沢市鞍月4-115 076-255-1931 076-255-1961 議運委員

岡田　　広 おかだひろし 自民 茨城 310-0911 水戸市見和2-198-11 029-254-2345 029-252-8928

加藤　敏幸 かとうとしゆき 民主 比例

片山さつき かたやまさつき 自民 比例 432-8069 浜松市西区志都呂1-32-15 053-581-7151 053-447-1221

金子原二郎 かねこげんじろう 自民 長崎 857-0875 佐世保市下京町9-1石橋ビル2階 0956-23-5151 0956-23-0811

金子　洋一 かねこよういち 民主 神奈川 231-0015 横浜市中区尾上町3-43横浜エクセレント関内3階 045-680-6050 045-680-6051

岸　　宏一 きしよういち 自民 山形 990-0039 山形市香澄町3-2-1山交ビル8階 023-628-1570 023-628-1571

北川イッセイ きたがわいっせい 自民 大阪 577-0801 東大阪市小阪1-12-12小阪駅前コーポ1003 06-4308-8600 06-4308-8400

熊谷　　大 くまがいゆたか 自民 宮城 983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-3東口鳳月ビル402 022-295-1120 022-295-1121

郡司　　彰 ぐんじあきら 民主 茨城 310-0022 水戸市梅香2-1-39茨城県労働福祉会館3階 029-228-9565 029-228-1774

小泉　昭男 こいずみあきお 自民 神奈川 216-0033 川崎市宮前区宮崎2-8-29　プリウス宮崎台202 044-789-8602 044-789-5268

小坂　憲次 こさかけんじ 自民 比例 380-0936 長野市岡田町171　ススキビル 026-224-2188 026-223-7177

小林　正夫 こばやしまさお 民主 比例 なし

小見山幸治 こみやまよしはる 民主 岐阜 500-8113 岐阜市金園町3-19-2　才勝ビル１Ｆ 058-264-8686 058-264-7733 議運理事

斎藤　嘉隆 さいとうよしたか 民主 愛知 454-0976 名古屋市中川区服部3-507 052-439-0550 052-439-0560

櫻井　　充 さくらいみつる 民主 宮城 980-0811 仙台市青葉区一番町1-1-30南町通有楽館ビル2階 022-723-4077 022-723-4088

芝　　博一 しばひろかず 民主 三重 513-0833 鈴鹿市庄野共進1-4-23 059-375-7755 059-375-7766

柴田　　巧 しばたたくみ 維新 比例 932-0113 小矢部市岩武東島1051 0766-61-1212 0766-61-4663
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島尻安伊子 しまじりあいこ 自民 沖縄 901-2125 浦添市仲西1-1-1 098-875-1458 098-877-0783

主濱　　了 しゅはまりょう 生活 岩手 020-0667 滝沢市鵜飼向新田7-6-1 019-699-1511 019-699-1513

末松　信介 すえまつしんすけ 自民 兵庫 655-0044 神戸市垂水区舞子坂3丁目15-9 078-783-8682 078-782-8228

関口　昌一 せきぐちまさかず 自民 埼玉 369-1412 秩父郡皆野町皆野2391-9 0494-62-3535 0494-62-3518

田城　　郁 たしろかおる 民主 比例 320-0851 宇都宮市鶴田町2821 028-678-3862 028-678-3863

田中　　茂 たなかしげる 元気 比例

田中　直紀 たなかなおき 民主 新潟 950-0915 新潟市鐙西2-23-23 025-243-1841 025-243-1812

田村　智子 たむらともこ 共産 比例 151-0053 渋谷区代々木1-44-11 03-5304-5639 03-3320-3374

大門実紀史 だいもんみきし 共産 比例 537-0025 大阪市東成区中道１－１０－１０ ホクシンピース森ノ宮102号 06-6975-9111 06-6975-9115

高階恵美子 たかがいえみこ 自民 比例

竹谷とし子 たけやとしこ 公明 東京

谷　　亮子 たにりょうこ 生活 比例

津田弥太郎 つだやたろう 民主 比例 105-0014 港区芝2-20-12友愛会館内 03-5418-1271

鶴保　庸介 つるほようすけ 自民 和歌山 640－8323 和歌山市太田3丁目7-12 ヤマイチ第一ビル1F 073-472-3311 073-472-3334

寺田　典城 てらだすけしろ 維新 比例 010－0875 秋田県秋田市千秋明徳町2-77 018-825-5201 018-825-5202

徳永　エリ とくながえり 民主 北海道 060－0042 札幌市中央区大通西5丁目8番地 昭和ビル9F 011-218-2133 011-218-2135

直嶋　正行 なおしままさゆき 民主 比例

中川　雅治 なかがわまさはる 自民 東京 議運委員長

中曽根弘文 なかそねひろぶみ 自民 群馬 371－0801 群馬県前橋市文京町1-1-14 027-221-1133 027-221-4111

中西　健治 なかにしけんじ 無ク 神奈川 231－0016 神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8F  045-641-6511　 045-641-6513

中西　祐介 なかにしゆうすけ 自民 徳島 770－8056 徳島県徳島市問屋町31 088-655-8852

中原　八一 なかはらやいち　 自民 新潟 950－2112 新潟県新潟市西区内野町1333 025-263-1033 025-263-1185

長沢　広明 ながさわひろあき 公明 比例

難波　奨二 なんばしょうじ 民主 比例 178-0064 練馬区南大泉 5-7-18　 03-6550-0069 03-6550-0069

二之湯　智 にのゆさとし 自民 京都 615-0062 京都市右京区西院坤町2ハウスドゥ四条ビル601 075-315-2228 　 075-315-2310

西田　実仁 にしだまこと 公明 埼玉 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-7-4 2F

西村まさみ にしむらまさみ 民主 比例 議運委員

野上浩太郎 のがみこうたろう 自民 富山 富山市太郎丸本町3-1-12 076-491-7500 076-491-7501 議運理事

野村　哲郎 のむらてつろう 自民 鹿児島 890-0064 鹿児島市鴨池新町11-5 鴨池ニュータウンビル705 099-206-7557　 099-206-7558
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長谷川　岳 はせがわがく 自民 北海道 060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目　ニュー札幌ビル7階 011-223-7708 011-223-7709

浜田　和幸 はまだかずゆき 次世代 鳥取 682-0023 倉吉市山根583-3 0858-24-5018

浜田　昌良 はまだまさよし 公明 比例

林　久美子 はやしくみこ 民主 滋賀 527-0023 東近江市八日市緑町16-13 0748-20-0935 0748-20-0936

福岡　資麿 ふくおかたかまろ 自民 佐賀 840-0826 佐賀市白山1-4-18 0952-20-0111　　 0952-20-0666

藤井　基之 ふじいもとゆき 自民 比例

藤川　政人 ふじかわまさひと 自民 愛知 451-0042 名古屋市西区那古野2-23-21 デラ・ドーラ6C 052-485-8361 052-485-8371

藤末　健三 ふじすえけんぞう 民主 比例

藤本　祐司 ふじもとゆうじ 民主 静岡 422-8067 静岡市駿河区南町6−16 パレ・ルネッサンス202-2号 054-280-7604 054-285-7993

堀内　恒夫 ほりうちつねお 自民 比例 171-0021　 豊島区西池袋3-29-3 梅本ビル7階

真山　勇一 まやまゆういち 維新 比例

前川　清成 まえかわきよしげ 民主 奈良 630-8013 奈良市三条大路1丁目1番90号　奈良セントラルビルディング203号室 0742-32-3366 0742-32-3377 議運理事

前田　武志 まえだたけし 民主 比例

増子　輝彦 ましこてるひこ 民主 福島 963-8014 郡山市虎丸町10-4 024-938-1000 024-938-0111

松下　新平 まつしたしんぺい 自民 宮崎 880-0855 宮崎市田代町75 平和ビル2F 0985-61-1501 0985-61-1502

松田　公太 まつだこうた 元気 東京

松村　祥史 まつむらよしふみ 自民 熊本 868-0422 球磨郡あさぎり町上北251 0966-45-1488 0966-45-6525

三原じゅん子 みはらじゅんこ 自民 比例

水岡　俊一 みずおかしゅんいち 民主 兵庫 650-0004 神戸市中央区中山手通3-4-8　大東ビル8階 078-334-2355　 078-334-2655

水落　敏栄 みずおちとしえい 自民 比例

宮沢　洋一 みやざわよういち 自民 広島 730-0017 広島市中区鉄砲町8-24　にしたやビル401 082-511-5541 082-221-8377

安井美沙子 やすいみさこ 民主 愛知 491-0831 一宮市森本1-24-2 0586-64-9011　 0586-64-9012

柳澤　光美 やなぎさわみつよし 民主 比例

柳田　　稔 やなぎだみのる 民主 広島 720-0043 福山市船町2-5　岩部第5ビル3F 084-927-3520 084-927-3521

山崎　　力 やまざきつとむ 自民 青森 030-0802　 青森市本町5-7-26 017-773-1234 017-773-1239

山田　太郎 やまだたろう 元気 比例

山谷えり子 やまたにえりこ 自民 比例 　

横山　信一 よこやましんいち 公明 比例 060-0001 札幌市中央区北1条西19丁目　緒方ビル3F 011-688-6222 011-688-6223

吉田　忠智 よしだただとも 社民 比例 870-0034　 大分市都町3-1-14　大和ビル2F 097-536-0588 FAX097-536-0595
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若林　健太 わかばやしけんた 自民 長野 380-0935 長野市中御所2丁目28-2 026-269-0330 026-269-0333

脇　　雅史 わきまさし 自民 比例

渡辺　猛之 わたなべたけゆき 自民 岐阜 505-0027 美濃加茂市本郷町6-11-12 0574-23-1511 0574-23-1512 議運理事
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