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後援会入会のお願い

□当選回数 ：１回
　（平成22年7月 全国比例代表区）

□生年月日 ： 昭和39年9月13日

平成22年7月
第22回参議院議員通常選挙
比例代表区で当選。
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三原じゅん子 レポート
がん対策

現在、生活保護受給者数が211万人を超え、過
去最多を更新し続けております。本当に困っている
方 を々保護していくのは当然ですが、問題は働ける
世代の稼働層が過去10年間で7.4％から16.2％
に急増していることです。これは政権交代後の21
年12月に民主党政権の指示により厚生労働省よ
り「速やかな保護決定」の通知が出され、受給資
格収得が容易になったことが引き金となっていま
す。この稼働層を自立させるためには職業訓練、就
労斡旋活動等の「自立支援プログラム」を充実さ
せなければなりません。

また、現在のデフレ経済下における賃金・年金
と給付水準とのバランスを見直し、給付水準の引
き下げを行わなければならないと思います。更に生
活保護費の約半分を占める医療費扶助の一部自
己負担、ジュネリック薬の使用義務化等を検討す
るとともに、不正受給対策として自治体の調査権
限・体制の強化を図ってまいります。

生活保護動物愛護管理法改正
本年8月に「改正動物愛護管理法」が全会一

致で可決成立しました。昨年来「自民党どうぶつ愛
護議員連盟」事務局長として同法改正に向けた
自民党内の意見集約に努め、本年6月より、与野
党代表による「動物愛護管理法改正実務者協
議」の自民党代表メンバーの一人として各党との
協議を行って参りました。

今回の法改正の主な点は、幼齢な犬猫等を販
売・繁殖する業者に対し、生後56日を経過しない
もの（施行から3年間は45日、その後は49日、56日
への移行は別途定める）は販売のための引渡しや
展示を禁止することが法律に明記されました。その
他、動物取扱業者に対する規制の強化として、販
売時の現物確認・対面説明の義務付け、犬猫等
健康安全計画の策定と遵守、獣医師等の連携の
確保、第2種動物取扱業の新設が追加され、殺
傷虐待等に対する罰則の強化、自治体による引
取り拒否の規定、災害時における動物の避難・保
護に関する事項等が新たに設けられました。

本年6月に新たな「がん対策推進基本計画」が
閣議決定されました。新たに、働く世代や小児への
がん対策・女性のがんへの対策・子どもに対する
がん教育の在り方等が今後重点的に取組む課
題として盛り込まれました。

また、我が国のがん対策の基礎となるデータを
得る「がん登録」は諸外国と比べて大幅に整備が
遅れております。今後、がん登録を円滑に進めてい
くために新たな法整備等を進め、体制整備を図っ
てまいります。

子宮頸がん予防ワクチンについては、本年5月
に開催された厚生科学審議会予防接種部会に
おいて、「子宮頸がん予防ワクチン等３ワクチン」
について、定期予防接種１類に加えるとの提言が
まとまりました。1日でも早く予防接種法が改正さ
れ、現在時限措置として実施されているワクチンの
公費助成が恒久化されるよう努めてまいります。

■ 著者　三原じゅん子　■ 定価　1,470円（税込）　■ 出版　講談社

自叙伝「生きたい」発売中

すべての女性に勇気を与える姐御の
生き様！「つっぱり」の代名詞から二度
の離婚と流産を経て、子宮頸がんを
克服―責任感と献身の精神で逆境
と闘い続けた三原じゅん子のタフで
クールな壮絶の半生！！

三原じゅん子の活動を応援してくださる、後援会の会員を募集しております！

▼お申し込み・お問い合せ

「彼女は傷ついたのではない、
磨かれたのだ」江原啓之さん推薦

三原じゅん子さんを励ます会・政経セミナー
プログラム／18：00 1部／政経セミナー

18：30 2部／励ます会

政経セミナー講師

自由民主党 幹事長
衆議院議員石破茂

※このパーティーは、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです。 ※詳細は裏面記載の三原じゅん子事務所までお問い合わせください。

事務局

自由民主党 がん患者を支援する議員連盟 事務局長
自由民主党 どうぶつ愛護議員連盟 事務局長
自由民主党 モータースポーツ振興議員連盟 事務局長
運輸物流改革議員連盟 事務局長
トラック輸送振興議員連盟 事務局次長
国際観光産業振興議員連盟 事務局次長

自由民主党

内閣部会 部会長代理
厚生労働部会 副部会長
遊説局 局長代理
ネットメディア局 次長
女性局 次長
厚生関係団体委員会 副委員長
労働関係団体委員会 副委員長
栃木県支部連合会 副会長
神奈川県支部連合会 常任顧問
川崎市支部連合会 顧問

遊説局長代理として応援

選挙応援一覧
(一部抜粋）

横浜市会議員候補
沖縄県宜野湾市長候補
東京都福生市長候補
山口県知事候補

山本　尚志
佐喜真　淳　
加藤　育男
山本　繁太郎

平成 23年12月15日
平成 24 年   1月27日
　　　　　  5月12日
　　　　　　7月10日

2012.2.1
宇都隆史 参議院議員

2012.4.4
島尻安伊子 女性局長

2012.5.16
上野通子 参議院議員

自民党動画チャンネル　水曜日担当

2012.1.25
若林健太 参議院議員

2012.2.8
安倍晋三 元総理

2012.2.29
河野太郎 衆議院議員

2012.2.22
石井浩郎 参議院議員

2012.3.7
岩井茂樹 参議院議員

2012.6.6
山谷えり子 参議院議員

2012.7.11
中原八一 参議院議員

2012.8.22
新藤義孝 衆議院議員

2012.10.3
斎藤健 衆議院議員

日時：

会場：

2012年12月4日（火）
受付開始／17：30　開宴／18：00

ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1F
プロミネンスⅠ・Ⅱ
住所：東京都港区赤坂1-12-33　電話：03-3505-1111

※衆議院解散総選挙になった場合は日程変更の可能性がございます。

個人・企業様を問わず、どなたでも入会可能です。
詳しい内容や後援会規約等は、下記「三原じゅん子事務所」までお問い合せいただくか、
オフィシャルウェブサイトに記載の内容をご確認ください。

自民党のオフィシャルサイト内の「動画チャンネル」から「cafe sta」に移動してください▲
http://www.youtube.com/user/LDPchannel



12月2011年

9月2011年8月2011年

2月2012年 4月2012年

11月2011年

… 議院運営委員会議運

… 厚生労働委員会厚労

… 予算委員会予算

… 国民生活・経済・社会保障に関する調査会国民

… 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会拉致特
今月の
委員会

2011年7月から2012年６月にかけての主な活動のご報告です。

三原じゅん子 活動のご報告

3月2012年

1月2012年

みわちゃんねる参議院予算委員会

沖縄県宜野湾市長選
挙

●南相馬市立総合病院視察

●自民党どうぶつ愛護議員連盟
　設立総会

10月2011年

7月2011年

●議員総会 

•札幌市市民公開講座「健康セミナー2011」 •医療産業懇話会勉強会

•ポリオワクチンについて考える会
•自民党「社会保障制度に関する特命委員会」
•自民党石川県連松任支部女性局主催
  「りぶる女性の集い」にて講演

●厚生関係団体との朝食懇談会

みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会

●創生「日本」
●東日本大震災後の福島・相馬
　地方の幹線道路整備を考える
　緊急フォーラム

•自民党厚生労働部会「南相馬市医療問題」
•足利・太田連続未解決事件家族会　署名活動
•子宮頸がんのリスクと予防セミナー
•自民党環境部会「動物愛護管理制度の見直しに
ついて」

•東京スクール・オブ・ビジネス研修会　講演

•自民党山梨県政経セミナー　講演

•Ｇ１サミット
•不活性化ポリオワクチン勉強会

選挙応援

●新年祝賀の儀（宮中にて）

●福島県南相馬市長報告会

6月2012年

過労死防止基本法の制定を願う集い

医療産業懇話会
医薬品卸物流センター視

察

5月2012年

予算議運 厚労 予算議運 厚労 国民 拉致特予算議運 厚労 国民 拉致特

厚労 国民 拉致特 予算厚労 国民 拉致特予算 国民 拉致特

予算厚労国民

予算厚労 国民 予算厚労 拉致特 予算厚労 国民 拉致特

予算 拉致特

●自民党どうぶつ愛護議員連盟
　総会

•自民党生活保護に関する
  プロジェクトチーム西成区視察

●全国パーキンソン病友の会
　国会請願集会

•アンチエイジングフェスタ2011抗加齢医学の
実践にて講演
•自民党香川県支部連合
会青年局・青年部大会
•賃貸住宅議員連盟総会
•日本物流団体連合会
　会長との対談
•超党派「憲法９６条改正
を目指す議員連盟」

BS11番組　
「IN side OUT」出演

選挙応援

ポリオワクチンにつ
いて

考える会

•自民党拉致問題対策特別委員会
•国会がん患者と家族の会
•医療産業懇話会勉強会

•自民党栃木県連大会
•日本ウイグル国会議員連盟設立総会
•創生「日本」総会

•自民党神奈川九選挙区支部決起大会
•栃木県青年神職むすび会創立５０周年  講演
•東京都福生市長選  応援

•危険運転致死傷罪を考える超党派の会
•日本の名誉のため行動する国会議員の会総会
•自民党薬事に関する小委員会
•参議院復興特別委員会
•自民党広島県第六選挙区支部　講演
•自民党全議員・選挙区支部長懇談会
•中央大学大学院公共政策研究科　講義
•自民党国土交通部会航空問題プロジェクトチーム

•自民党神奈川県連女性局勉強会
保育推進中央研修会　講演

女性宰相待望論

•自民党女性局靖国神社参拝
•自民党北浦地区支部総会
•自民党三鷹女性部講演
•京都 北部地区物流セミナー講演
•第56回自民党川崎市連
 定期大会
•医療産業懇話会
•大阪国際ソロプチミスト
 主催講演

●自民党川崎支部連合会女性局
　「りぶるのつどい」

•車椅子バスケットボール体験学習
•国際観光産業振興議員連盟
•自民党福島県白河市第二支部「時局講演会」

●参議院北朝鮮による拉致問題
　等に関する特別委員会にて質問

•参議院復興特別委員会
•医療産業懇話会

•自民党憲法改正推進本部
•自民党農水部会、環境部会、
  参議院政審動物愛護
  PT合同会議

•全国戦没者追悼式

•第178回臨時国会開会式
●自民党拉致問題対策特別委員会

●日本保育推進連盟

●厚生労働委員会にて質問

●参議院予算委員会にて質問
北朝鮮の拉致問題について
子宮頸がん予防ワクチンの分類について
予防接種に関する評価・検討組織について
小児がんについて
議事録未作成問題について

●参議院厚生労働委員会にて質問

●自民党モータースポーツ振興
　議員連盟総会

•自民党久喜支部大会　講演

•自民党富山市連　講演
•新憲法制定議員同盟定例会
•医療産業懇話会第8回勉強会

●参議院厚生労働委員会にて質問

●参議院予算委員会にて
　質問反対討論

●カフェスタ1周年記念
　12時間ぶっ続けまるナマ自民党

高齢者医療制度の見直し法案の動向について
財政基盤強化策恒久化時期について
医療機関が少ない市町村への
配慮について
保険料の公平性の確保について

•第180回
  通常国会開会式
•和装議員連盟

●広島市市民公開講座シリーズ
～がん治療最前線～子宮がん

•東大医科学研究所シンポジウム
•フォーミュラー日本表彰式（ツインリンクもてぎ）
•自民党関東ブロック女性部（局） 会議

●国会がん患者と家族の会 総会 •自民党かほく市・
 内灘町・津幡町支部
 合同時局講演会
•対馬視察
•自民党畜産・酪農
  対策小委員会　
  福島県原発事故警戒区域内地区視察

ワクチンについて／子宮頸がん予防ワクチン
の接種の再開に関する通知について／ロタ
ウイルスについて／ポリオワクチンについて 
／脳脊髄液減少症について／予防接種に関
する評価・検討組織について／過労死問題
について／トラック輸送の実態に関する調査
および運賃・原価に関する調査の報告につい
て／成人用の肺炎球菌ワクチンについて

2/7の予算委員会での大臣の答弁について 
／ロタウイルスワクチンについて／人工乳房
インプラント手術の公費助成について／
がん対策推進基本計画について（小児がん
拠点病院の設置、がん患者の就労支援な
ど） ／医療機器の審査制度及び体制につい
て／生活保護について（受給制度、医療扶
助、不正受給） 無料低額宿泊所による貧困
ビジネスについて

•自民党珠洲市支部女性部　講演

•自民党全国女性部長  代表者会議
•自民党大会

•靖国神社参拝
•自民党熊本県支部連合会
  「明日のリーダー育成塾」
  講演

●自民党社会保障制度に関する
　特命委員会

●自民党領土に関する特命委員会

•自民党かながわ政治大学校党本部研修会
•自民党神奈川県保土ヶ谷連合支部総会  講演
•自民党神奈川県連女性局常任幹事会
•自民党生活保護に関するプロジェクトチーム


