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◆ 東日本大震災発生後、震災復興に関する緊急提言を政府、および
各政党の災害対策本部等に申し入れ
こ ころの 健康 政策構 想実 現会議 では 、緊急 運営 委員会 、お よび政 策調 整委員 会な
ど を経て 、震 災復興 に関 する緊 急提 言（推 進ニ ュース 号外 第２号 をご 参照く ださ
い ）をま とめ て、政 府、 および 、各 政党の 災害 対策本 部、 厚生労 働委 員の方 々等 に
申 し入れ を行 ってま いり ました 。
こ れまで の事 務局等 での 対応状 況に ついて 概略 をご報 告申 し上げ ます 。
4 月 13 日（水 ）の午 前中 には、 公明 党のう つ病 対策 PT に おいて 、構 想実現 会議
の 緊急提 言に ついて の説 明の機 会が 与えら れま した。
同 日午後 の厚 生労働 委員 会（災 害復 興特別 委員 会）に おい ては、 構想 実現会 議の
提 言につ いて 、公明 党古 屋代議 士か ら提案 がな され、 また 、民主 党の 石毛代 議士 、
み んなの 党の 柿沢代 議士 などか らも 、構想 実現 会議の 緊急 提言に つい ての趣 旨に 関
連 する質 問・ 提案が なさ れまし た。 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
4 月 15 日（金 ）の午 後に は、構 想実 現会議 の緊 急提言 につ いて正 式な 申し入 れを
細 川厚生 労働 大臣宛 に大 塚厚生 労働 副大臣 に提 出いた しま した。

衆院第１議員会館にて

大 塚厚生 労働 副大臣 に、 構想実 現会 議その もの の説明 もさ せてい ただ き、緊 急提
言 の詳し い内 容につ いて お話を させ ていた だき ました 。
副 大臣か らは 、この 復興 を機に 、日 本のこ れか らの社 会保 障に関 する モデル とな
る ような 復興 計画を 検討 したい 。そ の際、 是非 、こう した アウト リー チ型の 相談 支
援 体制の 実現 も検討 した いと前 向き なお言 葉を いただ きま した。
副 大臣と の話 の中で 、構 想実現 会議 として は、 地域の 保健 師を支 え、 地域全 体の 精
神 保健に 責任 を持つ （キ ャッチ メン トエリ ア制 ）の保 健型 のアウ トリ ーチの 必要 性
を 強調し てご 説明い たし ました 。

大塚副大臣（右から
２人目）に申し入れ
る構想実現会議のメ
ンバー
１５日、厚労省にて

以 上、各 党、 厚生労 働員 会、厚 生労 働大臣 に対 しての 緊急 提言の 説明 、およ び申
し 入れの 作業 は、皆 様の ご協力 で比 較的に スム ーズに 進め ること がで きまし た。 第
一 次補正 、お そくと も第 二次補 正予 算の検 討の 際に、 この 提言が 活か される こと と
思 います 。
今 後、引 き続 き、各 党に 対する 具体 的な政 策提 案等を 継続 してい くこ とが求 めら
れ ます。
引 き続き 、よ ろしく お願 い申し 上げ ます。

◆ 緊急提言がホームページより ダウンロードできます
今 回提出し た東日 本大 震災発 生後 、震災 復興 に関す る緊 急提言 は、 “ここ ろの 健康政 策構 想実現 会議 ”ま
た は“ 100 万 人署名 推進 委員会 ”の ホーム ペー ジより ダウ ンロー ドす ること がで きます 。
ここ ろの 健康政 策構 想実現 会議

：

http://www.cocoroseisaku.org/

100 万人 署名 推進委 員会

：

http://www.yadokarinosato.org/cocoro-syomei-p/

