小川克巳全国後援会では、より充実した支援体制を構築するため、後援会会員となり周囲の
方々に声をかけてくれる役割を担う、
「メインサポーター」を募集しています。
「メインサポーター」とは・・・
従来「紹介者」と呼んでいましたが、今回は呼称を替え、まずは理学療法士協会員を中心とし
たリハビリテーション専門職の皆様から募集したいと考えています。

ご登録にあたっては、下記のいずれかの方法よりお願い致します。
（ご登録期限：令和 4 年 3 月 10 日）
方法①

WEB（パソコン、スマートフォン）による登録
下記 URL または QR コードより、登録フォームへアクセスしてください。
より多くのリハ専門職のご登録をお願いいたします

メインサポーター登録用 Google フォーム

https://ogawa-katsumi.com/?page_id=2648
方法②

FAX またはメールによる登録
別紙にご記入のうえ、FAX またはメールにて事務局（小川克巳事務所）までご送信ください。

FAX：03-6551-0405

E-mail：office.kogawa@gmail.com

FAX:０３－６５５１－０４０５

E-mail：office.kogawa@gmail.com

＊必須事項

◆施設情報◆
フリガナ

施設名＊

◆メインサポーター情報◆
〒（

-

)

年齢

フリガナ＊

自宅
住所*
お名前＊

携帯番号＊

－

携帯
電話

－

メール
メール
アドレス＊

@

職種＊
後援会からの連絡方
法として優先して希望
されるほうをチェックし
てください＊

※ご登録にあたっては、選挙期間中に小川かつみより選挙運動用電子メールを配信することについてご了承ください。
※ご記入いただいた個人情報内容につきましては、厳正な管理の下でお取り扱いし、後援会活動に利用させていただきます。

他にメインサポーターになってくださる方がいらっしゃいましたら、ご登録ください。

◆メインサポーター情報◆
〒（

-

)

年齢

フリガナ＊

自宅
住所*
お名前＊

携帯番号＊

－

－

携帯
電話

メール
メール
アドレス＊

@

職種＊
後援会からの連絡方
法として優先して希望
されるほうをチェックし
てください＊

※ご記入いただくにあたっては、必ず「小川克巳全国後援会」への加入に同意をいただいてください。
※ご登録にあたっては、選挙期間中に小川かつみより選挙運動用電子メールを配信することについてご了承ください。
※ご記入いただいた個人情報内容につきましては、厳正な管理の下でお取り扱いし、後援会活動に利用させていただきます。

■小川克巳全国後援会事務局（小川克巳事務所） TEL：０３－６５５０－０４０５ FAX：０３－６５５１－０４０５

ホームページ

Twitter

Facebook

後援会登録Googleフォーム

小川かつみ の政治活動を
支援してくださる
仲間を募集しています！

後援会会長ご挨拶

小川克巳 国会事務所

そして今、小川議員の懸命の取り組みによって、「高
齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業におけ
る関与専門職やハローワークにおける就職支援ナビゲー
ター等に、当初記載のなかったリハ専門職が明記されま
した。また訪問看護ステーションの人員配置基準の見直

小川克巳全国後援会事務局
TEL: 03-6455-5431
E - m a i l : oﬃce.kogawa@gmail.com

情報発信はこちら

し、臨床実習を控えた医療系学生へのワクチン優先接種な
ど、様々な皆様からの重要な要望を実現して参りました。
皆様におかれましては、これからも医療専門職の皆様
の輝く未来を創るために粉骨砕身の努力をする小川議員
の政治活動に関心を持って戴き、後援会にご加入戴き、
叱咤激励のお声を届けてください。
後援会会長として支えてくださる仲

公式
WEBサイト

公式
Facebook

公式
Twitter

自由民主党東京都参議院比例区

続けてこられました。

〒100-8962
東京都千代田区永田町2-１-1
参議院議員会館405 号室
TEL 03-6550-0405/FAX 03-6551-0405

第三十九支部長

載せると言う、大変困難で厳しい道のりを粘り強く歩み

価値ある未来へ

すべての人の「価値ある未来」の
実現に向けて取り組んで参ります。
皆 様 の 力 強 い ご 支 援・ご 協 力 を
お願い申し上げます。

謝申し上げます。
外に置かれることの多かった医療専門職を議論の俎上に

小 川 かつみ

規約は
こちらから
ご確認いただけます

小川かつみ議員をご支援戴いている皆さまに心より感
小川議員は初当選以来、これまで国会において議論の

参議院議員・理学療法士

小川克巳全国後援会

メール
マガジン

間の輪が広がることを心より願って
おります。

小川克巳全国後援会 会長

柏木哲夫

（インターリハ株式会社代表取締役）

小 川 克 巳

全 国 後 援 会 のご 案 内
討議資料

価値ある未来へ3つの政策

ご挨拶
日ごろより私の政治活動をお支えいただきあ
りがとうございます。
平成 28 年 7 月に参議院議員通常選挙にて初当
選し、令和 2 年 10 月には参議院厚生労働委員長を
拝命いたしました。皆さまの不断のお力添えに
深く感謝申し上げます。
超 少 子超高齢社会を迎え、わが国は全世代 型
社会保障制度の構築を目指し、その基盤となる
地域共生社会の実現に向けて環境整備を行って
いるところです。制度・分野の縦割りや支え手・
受け手という関係を超えて、ひととひと、ひとと
資源がつながることで、一人ひとりの暮らしと
生きがいを守り抜く、そのような社会の中で医
療専門職、介護専門職がもっと自由にその専門
性を発揮できるよう、国民の幸福の実現に取り
組んで参ります。
「価値ある未来へ」。今後ともご指導を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。
参議院議員 理学療法士

小川かつみ

1

すべてのひとの尊厳ある自立生活を
守ります。
1. 就労・保健・予防等の観点から、すべてのひと
の社会参加を推進します
2. 生み育てやすい社会の実現に向けて、専門職の
視点を活かせるよう取り組みます
3. 若者世代が夢や希望を持って、何度でも挑戦で
きる社会の創造に取り組みます

2 実効性のある全世代型社会保障制度
の実現に取り組みます。

1. 高齢、障害、困窮、子ども・子育て家庭など、
誰も取り残さない包括的地域支援体制の実現に
取り組みます
2. 自治体の認知症高齢者等への取り組みと、それ
に適した専門職の関与を推進します
3. 専門職が地域活動へ積極的に関与できるよう、
制度的課題等の解消に取り組みます

3 医療専門職・介護専門職の人財育成と
役割拡大、その処遇改善に努めます。

1. 養成制度を抜本的に見直すとともに、免許取得
後の臨床能力修得課程の制度化に取り組みま
す。その上で、職能団体固有の認証制度を政策
に反映させ、社会ニーズに的確に対応できる人
財の育成を推進します
2. 自治体における専門職の定員化を図り、地域包
括ケアシステム等、地域における医療専門職・
介護専門職の役割拡大を推進します
3. 医療専門職・介護専門職がもっと自由にその専
門性を発揮できるよう、共通、また職種固有の
政策課題に取り組みます

プロフィール
●参議院議員 理学療法士
●公益社団法人 日本理学療法士協会 理事
●一般社団法人 日本ユマニチュード学会 理事
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