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Ju n ko M i h a ra’s a ct iv ity repor t “y u mesa k ia n n a i ”

ごあいさつ
こんにちは、参議院議員三原じゅん子です。
昨年の3月11日に発生した東日本大震災より少しずつ立ち直ろうとしております。
被災地の復興なくして日本の発展はないものと思います。
政権交代から2年半あまりが過ぎましたが、この間、震災対応はもとより、外交・
安全保障政策の劣化、円高対策やデフレ対策も放置され国民の不安は頂点に達して
います。もはやこれ以上民主党政権に我が国の舵取りを任せるわけには参りません。
私は地道に参議院厚生労働委員、予算委員として「女性やこども達の命」、さらに
「日本人の絆」を守り、国民の皆様から政治に対する信頼を取り戻し、日本再生に
向けて全力で頑張ってまいります。
どうかこれからも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
2012/01/21 第180回通常国会開会式

三原じゅん子 レポート
自民党どうぶつ愛護議員連盟

昨年、再発足した
「自民党どうぶつ愛護議員連盟」で事務局長を
務め、本年予定されております
「動物愛護管理法」
の改正に向け、議論

を重ねております。
今回の改正では、犬猫幼齢動物の深夜販売の

子宮頸がん等予防ワクチンについて

図るとともに、動物虐待の定義の確立、実験動物の取扱、多頭飼育

が行われておりますが、
現時点では結論が出ておりません。

大震災において大問題となった災害時におけるペットの避難や保護が

できるように平成23年度第四次補正予算において526億円が計上

禁止、販売日齢の 8 週齢規制、罰則強化等の動物取扱業の適正化を

の適正化等の山積した問題点も議論しております。
また、東日本

速やかに行われる体制の整備を図ることも重要であり、
管理ではなく、

愛護という観点から改正に向けて進めてまいりたいと思います。

トラック運送業における多層構造化について

子宮頸がん等予防ワクチン接種は、引き続き定期接種化に向けた検討

そのため、来年度も引き続き市町村が公費助成による接種を実施

され、現行の対象者も含めて引き続き接種が実施されます。
平成 24 年度に新たに対象となる者
中学1年生の女子（小学 6 年生）

現在、
実運送企業のドライバーの過労死に占める割合が全産業の中

現行の対象者
中学1年生〜高校1年生の女子（小学 6 年生）

ー人口は全国で135万人強ですが、元請け企業より高いマージンを

高校 2 年生については、23 年度までに1〜2 回目の接種を受けた者は
対象となる。

で圧倒的に高いことが社会問題になっています。
トラックドライバ

取られて三次・四次下請けと丸投げされ、実運送企業に発注される

多層構造の中、末端の実運送企業は赤字でも仕事を請けざるを

得なく、最終的にドライバーの賃金に影響します。
そのため、ドライ

バーが賃金を確保するために、あまりにも過酷な長時間労働を強い

小児がん・難病対策、障害者支援

小児がんや難病患者の方々や家族の方々のご負担を軽減するため

られています。自民党運輸物流改革議員連盟では、労働条件の改善、

に治療方法の早期確立・普及を図ると共に、相談支援や療育環境の

日本経済の血流である実運送企業がこれ以上負担を強いられる

また、障害を持つ方々の福祉サービス提供体制をより充実させるた

基準運賃の法制化等を目指し、デジタルタコグラフの装着義務化等、

ことがないよう、
取り組んで参ります。

足利・太田連続未解決事件家族会

1979〜1996年に栃木県足利市と群馬県太田市で5件の幼女誘拐殺人・
行方不明事件が発生しました。
このうち、足利市で起きた3件について
は当時逮捕された男性の冤罪が2009年に確定し、全てが未解決事件

整備、
就労支援等にも総合的に努めてまいります。

め努めてまいります。

のままです。
私たち超党派の有志国会議員は、事件の1日も早い全面
解決を願い、関係各省庁への申入れと署名活動等を行い、地域の皆様
が1日も早く安心して暮らせるようにしてまいりたいと思っております。

プ ロ フィ ー ル
昭和54年 TBS「3年B組金八先生」出演
昭和57年 NHK「第33回紅白歌合戦」出場
昭和62年 国際B級ライセンスを取得し、
レーシングドライバーとして活動
（〜平成11年）
平成22年 第22回参議院議員通常選挙において
全国比例代表区で当選

2011年10月から2012年1月にかけての主な活動のご報告です。
今月の委員会

昭和47年 東京宝映テレビ・劇団フジ入団

三 原じゅん子 活 動 のご 報 告
… 予算委員会

拉致

… 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会

国民

… 国民生活・経済・社会保障に関する調査会

拉致

2011

10

厚労

予算

月

… 厚生労働委員会

国民

厚労

･広島市市民公開講座シリーズ
〜がん治療最前線〜子宮がん
･靖国神社秋期例大祭

自民党動画チャンネル

水曜日担当

･自民党香川県連青年局
･第179臨時国会
･車椅子バスケットボール体験学習会
車椅子バスケットボール体験学習

http://www.youtube.com/user/LDPchannel

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▲

現職

予算

2011

11

月

･東京大学医科学研究所シンポジウム
･フォーミュラー日本

･自民党関東ブロック女性局研修会
･自民党中央政治大学院

●委員会

参議院
参議院
参議院
参議院

表彰式

予算委員会 委員
厚生労働委員会 委員
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 委員
国民生活・経済・社会保障に関する調査会 委員

まなびとプロジェクト
自民党中央政治大学院
まなびとプロジェクト

2011

●事務局

参議院自由民主党 がん患者を支援する議員連盟 事務局長
自民党どうぶつ愛護議員連盟 事務局長
運輸物流改革議員連盟 事務局長

･尖閣諸島を守る全国国民集会

12

厚労

予算

月

･運輸物流改革議員連盟
･連続幼女誘拐事件

署名活動

･自民党どうぶつ愛護議員連盟

●自由民主党

遊説局 局長代理
厚生労働部会 副部会長
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
子宮頸がん予防ワクチンに関する
プロジェクトチーム
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
東京都支部連合会 政調副会長

･「三原じゅん子さんを励ます会」

2012

01

「生きたい」
■ 著者

三原じゅん子

■ 定価

1,470円（税込）

■ 出版

講談社

予算

月

･新年祝賀の儀（宮中）
･日本レコード協会新年会
･自民党大会
･日本医薬品卸業連合会賀詞交換会
･日本物流団体連合会賀詞交換会

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！
！

足利・太田連続
未解決事件
浅草での署名活動

･横浜市議会議員補欠選挙

カフェスタトーク
ゲストに安倍元総理をお迎えして

後 援 会入会のお願い
ただいま後援会の会員を募集しております。
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
お問い合わせいただくか、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。
▼お申し込み・お問い合わせ

三原じゅん子事務所
〒100 - 8962

東京都千代田区永田町 2-1-1 参議院議員会館
TEL .03 -3581-3111
（代表）

参 議 院 議 員 三 原じゅん 子 オフィシャルウェブサイト

オフィシャルブログ「 夢 前 案 内人 」

http://www.miharajunco.org

http://ameblo.jp/juncomihara/
討議資料

