
 

５月１９日（月） 要請行動についてのご案内 
 

2008 年 5 月 19 日（月）  10：00～12：00 

 

みなさん、お疲れさまです！！お忙しいところ、遠方よりお集まりいただきまして（北は北海道！南は九州・長崎県！）

ありがとうございます。午前中の限られた時間となりますが、よろしくお願いいたします。 

当日のスケジュール、案内事項等を以下のように記しましたので、各自ご確認ください。 

 

◇要請行動についてのご案内                         ※場所等、詳細は３ページ目でご確認ください 

①福祉関係者共同集会実行委員会 主催 

厚労省との懇談（参加：５名）  

◇集合時間：５月１９日（月） 午前１０時 

◇集合場所：厚労省１階ロビー（地図     部） 

◇引率者代表：相羽さん 

◇時間配分 ①人材確保問題 10：30～11：00 

②介護保険問題 11：00～11：30 

③署名提出    11：30～12：00 

②２１・老福連 主催 

議員等への要請行動 

◇集合時間：５月１９日（月） 午前９時半 

◇集合場所：衆議院第一議員会館玄関前 

（地図    部） 

◇引率者代表：岸田さん 

◇参考資料：衆参厚生労働委員会名簿（４～５頁） 

参照 

２１・老福連 主催      厚労省へ署名の伝達式     （セレモニーには全員が参加できます）

※集合時間：１１時２０分（予定：１１時３０分～１１時４０分） 

※集合場所：厚労省１階 第４第５共用会議室前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名数：（                    ）筆 

 

◇要請行動 参加者名簿 

 

1 北海道 かりぷ・あつべつ 松田梨香 女 特養・主任介護福祉士

2 東京 みやま大樹の苑 相羽孝昭 男 施設長

3 〃 白十字ホーム 西岡修 男 （特）　施設長

4 神奈川県 緑陽苑 岸田孝史 男 施設長

5 新潟県 あしぬま荘 五十嵐栄三 男 事務長

6 〃 ケアハウス穂波の里 磯貝昌明 男 施設長

7 富山県 しらいわ苑 万治喜久雄 男 法人事務局

8 長野県 ケアハウスかみさと 岡田清平 男 施設長

9 〃 特別養護老人ホームゆい 福澤宏敦 男 施設長

10 〃 ハートヒル川路 大平愛美 女 介護職

11 愛知県 すこやかの里 阿蘇広志 男 次長

12 〃 ケアハウスちあき 岩田衣代 女 デイサービス相談員

13 大阪府 結いの里 小島すゞ代 女 施設長

14 〃 槻ノ木荘 中村公三 男 施設長

15 〃 いのこの里 正森克也 男 法人事務局長

16 兵庫県 あしや喜楽苑 松下寛 男 特養ホーム部長

17 長崎県 （健友会）戸町ふくし村 柴原巧幸 男 介護職

18 ― 21・老福連 廣末　利弥 男 事務局

19 ― 21・老福連 大谷　尚子 女 事務局

19名

都道府県 施設名 参加者名 性別 役職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇参考資料：＜厚労省 依頼書＞ 

 

厚労省大臣官房総務課 橋本様 

 

緊急の申し入れにもかかわらず対応いただけること、深くお礼いたします。５月１９日の陳情内容等を以下のようにまとめ

ましたのでよろしくご高配をお願いいたします。 

なお、陳情団体は「社会福祉関係者共同集会実行委員会」という社会福祉関係の団体の集まりです。０５年以降、

年に１～２回の割での陳情を受けていただいています。事務局を福祉保育労働組合が担当していますが、労働組合のみ

ならず社会福祉経営者団体や福祉関係の利用者団体も参加していますので、よろしくお願いします。 

 

 

１、陳情日時  ２００８年５月１９日（月） 午前 10 時 30 分～12 時 

２、会  場   厚労省 

３、人  数   ３０人程度（会議室の状況等によって検討は可能です） 

４、陳情事項  別紙の要望事項について 

５、時間配分  10 時 30 分～11 時頃  社会援護局福祉基盤課 

                   11 時頃～11 時 30 分頃 老健局 

                   11 時30 分頃～12 時  厚生労働大臣宛の署名の提出等 

 

以上 

 

 

◇参考資料：＜厚労省 要望書＞ 

 

福祉人材確保と介護保険制度の改善に関わる要望 

 

社会福祉関係者共同集会実行委員会 

（事務局）全国福祉保育労働組合 

４月２５日に衆議院で可決され、現在、参議院で審議中の「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処

遇改善に関する法律案要綱」（以下、「介護人材確保法案」と略）を踏まえて、以下の私たちの要望への対応、並びに今

年度中の厚労省としての検討と改善に関わる方針等を示してください。 

Ⅰ、介護労働者をはじめとした福祉人材確保対策の具体化に関する要望 

①「介護人材確保法案」は、「介護を担う優れた人材の確保」にとって「賃金をはじめとする処遇の改善」の必要を指摘

しています。来年度に向けた改善の検討においては、人材確保基本指針（07 年 8 月28 日厚労省告示第 289 号）

が、「給与体系の検討に当っては、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること」としていることからも、福祉職

俸給表の水準を改善への基準・指標としてください。 

②「介護人材確保法案」は、「処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え」、改善に「必要な措置を

講ずる」べきだとしています。この点での今後の検討において、1）十分な人件費財源の保障、2）賃金や労働時間、

休暇等の労働条件の明示、3）監査･指導の強化、等の具体化を図ってください。 

なお、賃金や労働時間、休暇等の労働条件は、労働基準法の遵守にとどまらず、公務労働としての福祉労働の公

共性を踏まえて、公務員と同等の水準の保障を明示してください。 

③福祉人材確保対策の検討、具体化に関わる平成 21 年４月１日までのスケジュールと検討方法等について明らかに

してください。 

Ⅱ、介護報酬の引上げなど介護保険制度の改善に関る要望 

①介護報酬の改定にあたっては、「福祉職俸給表」の水準を最低ベースとして、福祉に働く職員に「普通の生活」がで

きる賃金・給与を保障できるよう引き上げ図ってください。 

②特養老人ホームや老健施設等での介護・医療スタッフの配置基準を大幅に改善してください。特に特養老人ホーム

での職員配置を、現行の「３対１」から、「２対１」とし、在宅サービスもこれに準じて、職員を増やしてください。 

③常勤換算方式を廃止し、配置基準上の職員は常勤雇用を基本としてください。 

④これらの改善により、介護保険料ならびに利用者負担の増大を招かないようにしてください。 

以上 



◇１９日用：周辺地図 

 

議員等への要請行動 

９：３０  衆議院第一議員会館玄関前集合 

◇アクセス⇒地下鉄 千代田線・丸の内線 「国会議 

事堂前」１番もしくは５番出口 

地下鉄 銀座線・南北線「溜池山王」５番出口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省との懇談（参加：５名）  

１０：００  厚労省１階ロビー集合 

◇アクセス⇒地下鉄 丸の内線・千代田線 

「霞ヶ関」B３b 出口 

 

 

 

 

 

 
厚労省へ署名の伝達式 

※集合時間：１１時２０分    ※集合場所：厚労省１階 第４第５共用会議室前 

 

 

 

 

       の部分                           の部分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議員要請集合場所 

厚労省懇談集合場所



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職 氏　名 ふりがな 会 派 会 館 選挙区

理事 福島　豊 ふくしま　ゆたか 公明 2-738 大阪６

杉村　太蔵 すぎむら　たいぞう 自民 2-732 比南関東(東京）

長崎　幸太郎 ながさき　こうたろう 自民 2-731 比南関東(静岡）

松本　洋平 まつもと　ようへい 自民 2-728 東京19

内山　晃 うちやま　あきら 民主 2-717 比南関東(千葉）

長妻　昭 ながつま　あきら 民主 2-706 比東京(中野）

委員長 茂木　敏充 もてぎ　としみつ 自民 2-639 栃木５

古屋　範子 ふるや　のりこ 公明 2-629 比南関東(横浜）

福岡　資麿 ふくおか　たかまろ 自民 2-628 佐賀１

木原　誠二 きはら　せいじ 自民 2-606 東京20

理事 山田　正彦 やまだ　まさひこ 民主 2-602 比九州(長崎）

林   潤 はやし　じゅん 自民 2-530 神奈川４

菊田　真紀子 きくた　まきこ 民主 2-524 新潟４

細川　律夫 ほそかわ　りつお 民主 2-513 比北関東(埼玉）

郡　和子 こおり　かずこ 民主 2-512 比東北(仙台）

高橋　千鶴子 たかはし　ちづこ 共産 2-506 比東北(仙台）

木村　義雄 きむら　よしお 自民 2-329 香川２

清水　鴻一郎 しみず　こういちろう 自民 2-301 比近畿(京都）

糸川　正晃 いとかわ　まさあき 国民 2-239 比北信越(板井）

三ッ林　隆志 みつばやし　たかし 自民 2-219 埼玉14

伊藤　渉 いとう　わたる 公明 2-218 比東海(愛知）

冨岡　勉 とみおか　つとむ 自民 2-216 比九州(長崎）

谷畑　孝 たにはた　たかし 自民 1-726 大阪14

石崎　岳 いしざき　がく 自民 1-721 北海道３

理事 田村　憲久 たむら　のりひさ 自民 1-713 三重４

三井　辨雄 みつい　わきお 民主 1-705 北海道２

理事 後藤　茂之 ごとう　しげゆき 自民 1-703 長野４

新井　悦二 あらい　えつじ 自民 1-637 埼玉11

理事 吉野　正芳 よしの　まさよし 自民 1-633 福島５

園田　康博 そのだ　やすひろ 民主 1-623 比東海(岐阜）

岡本　充功 おかもと　みつのり 民主 1-622 比東海(稲沢）

萩原　誠司 はぎわら　せいじ 自民 1-612 比中国(岡山）

井澤　京子 いざわ　きょうこ 自民 1-608 比近畿(宇治）

松浪　健太 まつなみ　けんた 自民 1-536 大阪10

高鳥　修一 たかとり　しゅういち 自民 1-404 比北陸信越(新潟）

理事 宮澤　洋一 みやざわ　よういち 自民 1-403 広島７

川条　志嘉 かわじょう　しか 自民 1-402 大阪２

櫻田　義孝 さくらだ　よしたか 自民 1-338 千葉８

井上　信治 いのうえ　しんじ 自民 1-328 東京25

阿部　知子 あべ　ともこ 社民 1-303 比南関東(神奈川）

柚木　道義 ゆのき　みちよし 民主 1-301 岡山４

理事 大村　秀章 おおむら　ひであき 自民 1-243 愛知13

理事 山井　和則 やまのい　かずのり 民主 1-240 京都６

西本　勝子 にしもと　かつこ 自民 1-213 比四国(高知）

松本　純 まつもと　じゅん 自民 1-209 神奈川１

衆議院　厚生労働委員　名簿 2008年3月6日現在

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職 氏　名 ふりがな 会 派 会 館 選挙区

委員 中村　　哲治 なかむらてつじ 民主 2-201 奈良

委員 小林　　正夫 こばやしまさお 民主 2-204 茨城比例

委員 石井　みどり いしいみどり 自民 2-206 広島比例

理事 蓮　　　　舫 れんほう 民主 2-214 東京

委員 岸　　　宏一 きしこういち 自民 2-227 山形

委員長 岩本　　　司 いわもとつかさ 民主 2-231 福岡比例

理事 衛藤　　晟一 えとうせいいち 自民 2-233 大分比例

委員 大河原　雅子 おおかわらまさこ 民主 3-309 東京

委員 櫻井　　　充 さくらいみつる 民主 3-324 宮城

理事 谷　　　博之 たにひろゆき 民主 3-331 栃木

委員 島尻　安伊子 しまじりあいこ 自民 3-336 沖縄

委員 南野　知惠子 のおのちえこ 自民 3-341 山口比例

委員 中村　　博彦 なかむらひろひこ 自民 4-408 徳島比例

委員 足立　　信也 あだちしんや 民主 4-425 大分

委員 山本　　博司 やまもとひろし 公明 4-439 香川比例

委員 津田　弥太郎 つだやたろう 民主 5-505 東京比例

委員 福島　みずほ ふくしまみずほ 社民 5-506 東京比例

委員 風間　　直樹 かざまなおき 民主 5-521 新潟比例

委員 森　　ゆうこ もりゆうこ 民主 5-524 新潟

委員 石井　　準一 いしいじゅんいち 自民 6-606 千葉

委員 若林　　正俊 わかばやしまさとし 自民 6-633 長野

理事 家西　　　悟 いえにしさとる 民主 7-715 京都比例

委員 小池　　　晃 こいけあきら 共産 7-725 東京比例

委員 西島　　英利 にしじまひでとし 自民 7-726 宮崎比例

理事 渡辺　　孝男 わたなべたかお 公明 7-733 山形比例

参議院厚生労働委員会 平成20年 5月15日現在 


