いのちをまもる医療・介護・福祉労働者は

「戦争法案」
に反対です。

意見広告
【 賛同団体・個人 】 日本医療労働組合連合会 全日本国立医療労働組合（全医労） 全国厚生連労働組合連合会（全厚労） 全日本赤十字労働組合連合会（全日赤）
全日本地域医療機能推進機構病院労働組合（全地域医療JCHO労組） 全国労災病院労働組合（全労災） 国家公務員共済組合連合会病院労働組合（国共病組）
公立学校共済組合職員労働組合
（公共労） 北海道医療労働組合連合会 青森県医療労働組合連合会 岩手医療労働組合連合会 秋田県医療労働組合連合会 宮城県医療労働組合連合会
山形県医療労働組合連合会 福島県医療労働組合連合会 茨城県医療労働組合連合会 栃木県医療労働組合連合会 群馬県医療労働組合連合会 埼玉県医療介護労働組合連合会
千葉県医療労働組合連合会 神奈川県医療労働組合連合会 新潟県医療労働組合連合会 山梨県医療労働組合連合会 長野県医療労働組合連合会 東京地方医療労働組合連合会
富山県医療労働組合連合会 石川県医療労働組合連合会 岐阜県医療・福祉労働組合連合会 静岡県医療労働組合連合会 愛知県医療介護福祉労働組合連合会
三重県医療労働組合連合会 福井県医療労働組合連合会 滋賀県医療労働組合連合会 京都医療労働組合連合会 大阪医療労働組合連合会 兵庫県医療労働組合連合会
奈良県医療介護福祉労働組合連合会 和歌山県医療労働組合連合会 鳥取県医療労働組合連合会 島根県医療労働組合連合会 岡山県医療労働組合連合会
広島県医療労働組合連合会 山口県医療労働組合連合会 徳島県医療労働組合連合会 香川県医療労働組合連合会 愛媛県医療労働組合連合会 高知県医療労働組合連合会
福岡県医療労働組合連合会 佐賀県医療労働組合連合会 長崎県医療労働組合連合会 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 大分県医療・福祉労働組合連合会
宮崎県医療労働組合連合会 鹿児島県医療労働組合連合会 沖縄県医療福祉労働組合連合会 全医労北海道地方協議会 全医労東北地方協議会 全医労関東信越地方協議会
全医労東海北陸地方協議会 全医労近畿地方協議会 全医労中国地方協議会 全医労四国地方協議会 全医労九州地方協議会 全医労青森地区協議会 全医労岩手地区協議会
全医労宮城地区協議会 全医労秋田地区協議会 全医労山形地区協議会 全医労福島地区協議会 全医労東京地区協議会 全医労千葉地区協議会 全医労神奈川地区協議会
全医労埼玉地区協議会 全医労栃木地区協議会 全医労茨城地区協議会 全医労群馬地区協議会 全医労長野地区協議会 全医労新潟地区協議会 全医労富山地区協議会
全医労石川地区協議会 全医労静岡地区協議会 全医労愛知地区協議会 全医労三重地区協議会 全医労岡山地区協議会 全医労広島地区協議会 全医労鳥取地区協議会
全医労島根地区協議会 全医労山口地区協議会 全医労福岡地区協議会 全医労佐賀地区協議会 全医労熊本地区協議会 全医労大分地区協議会 全医労宮崎地区協議会
全医労鹿児島地区協議会 全医労沖縄地区協議会 全医労八戸支部 全医労岩手支部 全医労盛岡支部 全医労釜石支部 全医労花巻支部 全医労がんセンター支部
全医労成育医療センター支部 全医労国際医療センター支部 全医労東京医療センター支部 全医労東京病院支部 全医労村山支部 全医労武蔵支部 全医労多磨全生園支部
全医労甲府支部 全医労高崎支部 全医労西群馬支部 全医労東長野支部 全医労犀潟支部 全医労東静支部 全医労天竜病院支部 全医労富士支部 全医労豊橋支部
全医労名古屋医療センター支部 全医労長寿医療研究センター支部 全医労東名支部 全医労東尾張支部 全医労岡山病院支部 全医労南岡山支部 全医労長島支部
全医労光明園支部 全医労米子支部 全医労鳥取支部 全医労浜田支部 全医労松江支部 全医労岩国支部 全医労柳井支部 全医労徳島支部 全医労板西支部
全医労善通寺支部 全医労高松支部 全医労大島青松園支部 全医労松山支部 全医労愛媛支部 全医労高知病院支部 全医労佐賀病支部 全医労嬉野支部 全医労東佐賀支部
全医労肥前支部 全医労大分支部 全医労別府支部 全医労西別府支部 全医労書記局支部 全医労退職者会 秋田県厚生連労働組合 秋厚労由利支部 秋厚労鹿角支部
秋厚労平鹿支部 福島県厚生連労働組合 福厚労塙分会 福厚労高田分会 福厚労鹿島分会 福厚労双葉分会 福厚労白河分会 福厚労坂下分会 長野県厚生連労働組合
長厚労佐久支部 長厚労小諸支部 長厚労鹿教湯三才山リハセンター支部 長厚労あづみ支部 長厚労新町支部 長厚労篠ノ井支部 長厚労松代支部 長厚労北信支部
長厚労富士見支部 長厚労下伊那支部 長厚労本所支部 茨城県厚生連労働組合 茨厚労取手支部 茨厚労高萩支部 茨厚労なめがた支部 茨厚労西南支部 茨厚労土浦支部
茨厚労本所支部 茨厚労水戸支部 埼玉県厚生連労働組合 埼厚労熊谷支部 埼厚労久喜支部 神奈川県厚生連労働組合 神厚労伊勢原支部 神厚労相模原支部
三重県厚生連労働組合 徳島県厚生連労働組合 徳厚労阿波支部 徳厚労協同支部 徳厚労共栄支部 高知県厚生連労働組合 全日赤旭川単組 全日赤伊達単組
全日赤釧路単組 全日赤北見単組 全日赤栗山単組 全日赤さかえ（保）単組 全日赤八戸単組 全日赤秋田単組 全日赤盛岡単組 全日赤石巻単組 全日赤福島単組
全日赤成田単組 全日赤さいたま単組 全日赤深谷単組 全日赤長野単組 全日赤諏訪単組 全日赤安曇野単組 全日赤川西単組 全日赤下伊那単組 全日赤松本
（乳）
単組
全日赤長野（血）単組 全日赤医療センター単組 全日赤武蔵野単組 全日赤大森単組 全日赤武蔵野（保）単組 全日赤伊勢単組 全日赤大阪単組 全日赤高槻単組
全日赤京二単組 全日赤京一単組 全日赤兵庫（血）単組 全日赤和歌山単組 全日赤和歌山（血）単組 全日赤大津単組 全日赤長浜単組 全日赤滋賀(血）単組
全日赤広島単組 全日赤庄原単組 全日赤山口単組 全日赤松江単組 全日赤益田単組 全日赤松江
（乳）
単組 全日赤高松単組 全日赤高知単組 全日赤高知
（血）
単組
全日赤唐津単組 全日赤長崎単組 全日赤沖縄単組 全日赤個人加盟単組 全JCHO病院労組北海道支部 全JCHO病院労組札幌北辰支部
全JCHO病院労組秋田支部 全JCHO病院労組仙台支部 全JCHO病院労組東北支部 全JCHO病院労組二本松支部 全JCHO病院労組さいたま北支部
全JCHO病院労組埼玉支部 全JCHO病院労組群馬支部 全JCHO病院労組うつのみや支部 全JCHO病院労組富士川病院支部 全JCHO病院労組東京山手支部
全JCHO病院労組横浜支部 全JCHO病院労組相模野支部 全JCHO病院労組中京支部 全JCHO病院労組三島支部 全JCHO病院労組桜ヶ丘支部
全JCHO病院労組四日市羽津支部 全JCHO病院労組大阪支部 全JCHO病院労組星ヶ丘支部 全JCHO病院労組京都鞍馬口支部 全JCHO病院労組神戸支部
全JCHO病院労組福井勝山支部 全JCHO病院労組若狭高浜支部 全JCHO病院労組下関支部 全JCHO病院労組高知西支部 全JCHO病院労組福岡ゆたか支部
全JCHO病院労組久留米支部 全JCHO病院労組熊本総合支部 全地域医療JCHO労組本部 全労災釧路支部 全労災美唄支部 全労災青森支部
全労災秋田支部 全労災東北支部 全労災福島支部 全労災千葉支部 全労災東京支部 全労災関東支部 全労災横浜支部 全労災中部支部
全労災旭支部 全労災静岡支部 全労災富山支部 全労災大阪支部 全労災神戸支部 全労災関西支部 全労災和歌山支部 全労災岡山支部
全労災吉備支部 全労災中国支部 全労災山口支部 全労災山陰支部 全労災香川支部 全労災愛媛支部 全労災九州支部 全労災門司支部
全労災長崎支部 全労災熊本支部 国共病組斗南支部 国共病組札幌医療センター支部 国共病組東北公済支部 国共病組宮城野分会 国共病組立川支部
国共病組虎の門支部 国共病組三宿支部 国共病組名城支部 国共病組東海支部 国共病組枚方公済支部 国共病組大手前支部 国共病組六甲支部
国共病組広島記念支部 国共病組高松支部 国共病組千早支部 国共病組新別府支部 北海道勤医労 函館中央病院労組 道北勤医労 道南勤医労
道東勤医労 静和会労組 十勝勤医労 オホーツク勤医労 根室医療福祉労組 北海道医療一般労組 恵和会労組 中標津サン薬局労組 名寄東病院労組
はまますふくしの里介護ユニオン 厚岸介護福祉労組 青森民医労 健生病院労働組合 つがる西北五広域連合職員組合 野辺地病院労働組合
福祉保育労さくら園分会 八戸医療生協労組 鳥井野荘労働組合 むつリハビリテーション病院労働組合 青森県医労連・直接加盟分会 北上済生会従組
岩手県医労書記局 岩手県医労久慈 岩手県医労軽米 岩手県医労二戸 岩手県医労一戸 岩手県医労中央 岩手県医労本庁 岩手県医労東和
岩手県医労遠野 岩手県医労中部 岩手県医労胆沢 岩手県医労江刺 岩手県医労磐井 岩手県医労南光 岩手県医労千厩 岩手県医労大東
岩手県医労高田 岩手県医労大船渡 岩手県医労釜石 岩手県医労大槌 岩手県医労山田 岩手県医労宮古 岩手医科大学教職員組合
盛岡医療生協労組 胆江病院労働組合 釜石厚生病院労組 三田記念病院職員組合 本舘病院労働組合 花北病院労働組合 遠山病院労働組合
盛岡医療福祉介護労組 一関病院労働組合 盛岡南病院労組 さわうち協立分会 イーハトーブ労組 岩手県医労連分会 中通病院労働組合
羽後町役場職員組合 市立横手病院労働組合 公立米内沢総合病院労働組合 秋田大学教職員組合 秋田県総合保健事業団労働組合
能代山本医師会病院労働組合 横手市職員労働組合 秋田医療福祉労働組合 秋田医療福祉関連一般労働組合 宮城民主医療機関労働組合
松島医療生協労働組合 登米市立病院労組 杏林会宮城労組 ヘルパー介護労組 宮城県医労連分会 本間病院労働組合
篠田病院労働組合 二本松会労組 庄内医療生協労組 小白川病院労組 山形地区医療労組 山形済生病院労組 鶴岡荘内病院職労
酒田市病院機構労 米沢市立病院労組 山形市済生館労組 米沢臨時職員労組 かけはし労働組合 山形県医労連個人加盟組合
福島医療専門学校労組 大原綜合病院労組 寿泉堂綜合病院労組 福島医療生協労組 浜通り医生協労組 郡山医療生協労組
会津医療生協労組 わたり福祉会労働組合 星総合病院労組 竹田綜合病院労組 くわの福祉会労働組合 茨城民医労
回春荘病院労組 かたくり労組 筑西市職市民病院支部 鹿島病院職組 茨城県医労連分会 いばらきあおぞら労組
自治医大職員組合 栃木保健医生協労組 あしかがの森労組 いとう医院労組 とちぎメディカルセンター労働組合
栃木県医労連個人加盟労組 群中生協労組 利根保健生協労組 北毛保健生協労組 高崎中央病院労組 二之沢愛育会労組
群馬保健企画労組
南埼玉病院労組 東松山病院労働組合 赤心堂病院労組 共立医療会労組 東京勤医会支部みさと分会
埼玉民医労大井共同診療所支部 埼玉民医労あさか虹の歯科支部 埼玉民医労埼玉西共同病院支部 埼玉民医労老健さんとめ支部
埼玉民医労所沢診療所支部 埼玉民医労介護系西部支部 埼玉民医労秩父生協病院支部 埼玉民医労熊谷生協病院支部
埼玉民医労行田共立診療所支部 埼玉民医労介護系北部支部 埼玉民医労かすかべ生協診療所支部 埼玉民医労おおみや診療所支部
埼玉民医労浦和診療所支部 埼玉民医労介護系中部支部 埼玉民医労さいわい診療所支部 埼玉民医労川口診療所支部
埼玉民医労生協歯科支部 埼玉民医労老健みぬま支部 埼玉民医労埼玉共同病院支部 埼玉民医労生協本部支部
埼玉民医労介護系南部支部 初石病院職員組合 柏戸病院労働組合 今井町診療所労組 千葉県勤医協労組
東京勤医会支部東葛分会 いちはら協立労組 金谷の里労働組合 千葉医療福祉労組 藤沢病院労働組合 川崎医療生協労組
横浜勤福協会労組 医療生協かながわ労組 みなみ医生協労組 神奈川北央医生協労組 柿葉会神奈診労組
神奈川県医療事業共同組合労働組合 全済労神奈川支部 湘南ホスピタル労組 横浜市大病組 三浦市職病院支部
横須賀うわまち病院労組 聖隷労組横浜分会 市立厚木病院労組 創生会労働組合 舞岡病院労組 メディホープかながわ労働組合
神 奈 川 県 立 病 院 労 組 神 奈 川 県 立 病 院 労 組 精 神 医 療 センター 分 会 神 奈 川 県 立 病 院 労 組 足 柄 上 病 院 分 会
神奈川県立病院労組がんセンター分会 神奈川県立病院労組こども医療センター分会 神奈川県立病院労組循環器・呼吸器センター分会
横浜市従福祉衛生支部 横浜市従福祉衛生支部市民病院分会 横浜市従福祉衛生支部脳卒中・神経脊柱センター分会
神奈川県医労連個人加盟労組 新潟医療生協労組 新潟民医連労組 ながおか医療生協労組 小千谷総合病院労組
山梨民医労 長野医療生協労組 諏訪民医労 飯田民医労 中信民医労 東信医療生協労組 上伊那民医労
長野医療事業協同組合労組 信大病院職組 賛育会豊野労組 信濃医療福祉センター労組 稲荷山医療福祉センター労組
穂高白百合荘労組 林の杜労組 ゆいの里労組 こころ労組 長野県医労連個人加盟分会 慶応義塾労働組合四谷支部
東京女子医科大学労働組合 順天堂大学教職員組合 東京医科大学病院労働組合 日本医科大学労働組合 杏林学園教職員組合
日大教職員組合医学部支部 井之頭病院労働組合 精神医学研究所労働組合 烏山病院労働組合 桜ヶ丘社会事業協会労働組合
慈雲堂病院労働組合 根岸病院労働組合 多摩病院労働組合 飛鳥病院労働組合 吉祥寺病院労働組合 東京民医労東京健生支部
東京民医労南部医療支部 東京民医労南葛勤医協支部 東京民医労東京勤労者医療会支部 東京民医労健友会支部
東京民医労健康文化会医療支部 東京民医労健和会支部 東京民医労健生会医療支部 東京民医労東京ほくと医療支部
東京民医労目黒医療生協支部 東京民医労東京西部保健生協支部 東京民医労セツルメント診療所支部 東京民医労葛飾医療生協支部
東京民医労北多摩中央医療生協支部 東京民医労多摩北部医療支部 東京民医労共立医療会支部 東京民医労病体生理
研究所支部 東京民医労協立医師協支部 結核予防会労働組合 母子愛育会労働組合 久我山病院労働組合 癌研究会労働組合
西新井病院労働組合 郵政産業労働者ユニオン東京逓信病院支部 厚生荘病院労働組合 清瀬リハビリテーション病院労働組合
白十字村山病院労働組合 城山病院労働組合 城山関連労働組合 救世軍清瀬病院労働組合 緑風荘病院労働組合
信愛病院労働組合 桜町病院従業員組合 鶴風会労働組合 緑成会労働組合 白十字ホ－ム八国苑労働組合 楽友会職員組合
ひまわりユニオン 清瀬喜望園労働組合 赤十字子供の家労働組合 全労連全国一般好仁会労組 町田市民病院労働組合
昭和病院労働組合 東京大学教職員組合 稲城市立病院労働組合 東京医科歯科大学教職員組合 昭和大学労働組合
東京ヘルパー労働組合 日本医労連書記局分会 富山民医労 とやま虹の会労組 富山医療福祉労組 石川民医労
済生会金沢労組 金沢大学職員組合医系四分会 愛育会松原労組 浅ノ川病院労組 田中町ケアセンター労組 恵寿病院労働組合
石川医療介護福祉ユニオン 郡上市民病院職組 岐阜民医労 須田病院労働組合 恵北福祉会労組 コスモス野一色労働組合絆の会
岐阜医療一般労組 静岡県民医連労組 伊東市民病院労組 静岡県医労連個人加盟労組 みなと医療生協労働組合 名南会労働組合
北医療生協労働組合 南医療生協労働組合 愛知県医労連民医連事務局分会 なごや福祉施設協会労働組合 豊橋市職労病院支部
南知多病院労組 尾張健友会労組 みえ医療福祉生協労組 三重ヘルスプランニング労組 福井民医連労組 公立丹南病院労組
滋賀民医労 滋賀医療労働組合 堀川病院職員組合 太秦病院労働組合 京都桂病院労組 丹後中央病院労組 京都ルネス病院労組
予防医学センター労組 京都保医協会労組 博愛会労働組合 中野眼科労働組合 京都府医師会労組 もみじヶ丘病院労組 西山病院職員組合
日本臨床労組 京都民主医療機関労働組合 京都民医労北支部 京都民医労上京支部 京都民医労西支部 京都民医労洛南支部
京都民医労東支部 京都民医労北部支部 京都民医労伏見支部 京都民医労乙訓支部 京都民医労やましろ支部 京都民医労西の京支部
京都民医労合同支部 舞鶴市民病院労組 福知山市民病院労組 五和の園労働組合 青い鳥保育園分会 美山診療所労組 洛西ニュータウン病院労組
宇治おうばく職組 京都府職労洛南病院支部 京都医労連個人加盟労組 済生会千里労組 大阪厚生年金病院労組 関西医大労働組合
大阪医大労働組合 大阪大職組病院支部 耳原病院労組 茨木診療所労組 医療労組かわち野 西淀川医療労組 此花博愛会医療労組
医療労組おおさか 豊中医療生協労組 堺医療生協労組 阪南医療労働組合 南大阪医療生協労組 きづがわ医療福祉生協労組
北野病院労働組合 結核予防会労組相談支部 結核予防会労組大阪病院支部 貴島中央病院労組 ときわ病院職員組合 大阪医労連行岡病院分会
国労鉄道病院支部 生野中央病院労組 小松病院労組 景岳会従業員組合 清恵会分会 羽曳野医療生協労組 北野田医療生協労組
大阪医労連直接加盟分会 大阪医労連書記局分会 湊川病院労働組合 有馬高原病院労組 済生会兵庫県労組 兵庫民医労 神大病院労組
愛野会労働組合 ささやま医療センター労組 今井病院労働組合 健癒会
（兵医労ふるさとの家分会） 兵庫医療労働組合 平和会医療労働組合
健生会労働組合 岡谷医療労働組合 関屋病院労働組合 秋篠茜会労働組合 慈光園労働組合 協同福祉会労働組合 奈良県医療介護福祉労働組合
和歌山県民主医療機関労働組合 橋本市民病院労働組合 公立那賀病院職員労働組合 野上厚生総合病院労働組合 国保日高総合病院労働組合
新宮市職員労働組合 潮岬病院労働組合 和歌山県医労連和歌浦病院支部 和歌山県医労連松寿苑分会 和歌山県医労連日高病院パート支部
和歌山県民総合健診センター労働組合 鳥取医療生協労組 米子医療生協労組 メディコープとっとり労組 三朝温泉病院労組 出雲市民病院労組
松江保健生協労組 斐川生協病院労組 塩冶歯科支部 恵和会労組 昌林会労組 西川病院労組 大田市立病院労組 倉敷医療生協労組
津山医療生協労組 岡山医療生協労組 倉敷健康企画労組 林精神医学研労組 津山第一病院労働組合 協同プランニング労組
岡山中央福祉会労組 天神会労組 結い労働組合 岡山医療労働組合 広島中央保健生協労組 広島医療生協労組 福山医生協職労組
広島市市民病院労組 備後の里労組 広島県医療労組個人加盟分会 鼓ケ浦整肢学園労組 山口民医労 山口大学教職員組合
済生会豊浦労組 やまぐち保健企画 山口医療福祉労組 鳴門病院労組 徳島健康生活協同組合職員労働組合 とくしま健康サポート労働組合
阿南医師会病院労組 徳大職組病院支部 徳島県医療労組 さぬき市民病院職員労働組合 香川民医連労働組合 香川民医連労働組合高松平和支部
香川民医連労働組合たかまつ協同支部 香川民医連労働組合善通寺分会 香川民医連労働組合みき分会 香川民医連労働組合歯科分会
香川民医連労働組合虹の里分会 香川民医連労働組合保健企画分会 香川県医労連直接加盟支部 民医労・愛媛医療生協労組
えひめメディコープ労組 松山医療生協労組 あおぞら病院労組 旭川荘南愛媛病院労働組合 自治労連医療介護評議会 津島吉田病院局労組
津島吉田病院局労組吉田支部 津島吉田局労組津島病院分会 津島吉田局労組ふれあい荘分会 愛媛医療労働組合 精華園職員労組
高知医療生協労組 土佐市民病院労組 高北病院労働組合 高知仁淀病院労組 高陵病院労働組合 同仁病院労組 ちひろコスモス労組
高知県医療労組 福岡医療団労組 健和会労組 全済労福岡支部 北九州市労病院評議会 親仁会労働組合 くるめ医生協労組 大牟田吉野病院労組
ポポロ労働組合 ライフ北九州労組 福岡医療福祉労組 福岡県連事務局・福医協労組 佐賀個人加盟労組 長崎県民医連労組
熊本医療福祉労働組合民医連支部 熊本医療福祉労働組合民医連支部くわみず病院分会 熊本医療福祉労働組合民医連支部菊陽病院分会
熊本医療福祉労働組合民医連支部水俣協立病院分会 熊本医療福祉労働組合民医連支部八代中央クリニック分会 熊本医療福祉労働組合
大分県医療生協労働組合 宮崎医療生協労組 井上病院労働組合 鹿児島医生協労組 奄美医療生協労組 隼人病院職員組合
鹿児島医療福祉労組 キュアコネクト労働組合 沖縄医療生協労組 沖縄医療福祉労組 (有)あおぞら企画 (有)みやぎ保健企画 下関地域労連
全厚生職員労働組合 高知赤十字病院労働組合OB黒潮会 全日赤松江かぐわしき会 全日赤広島OBもみじ会 長野県民主医療機関連合会
上伊那医療生活協同組合 （有）
飯田ひまわり企画かなえひまわり薬局 長野県国家公務員労働組合共闘会議 日本医労連OB会 東京医労連OB会
東京勤労者医療会 東京医療関連労働組合協議会 自治労連都庁職衛生局支部 全国保険医団体連合会 日本医療福祉生活協同組合連合会
坂総合病院 全日本民主医療機関連合会 田中千恵子 宇夫方貞夫 佐竹良夫 大野孝吉 川村博文 川村俊江 太田千枝子 相澤幸敏
池田寛 亀山典子 川嶋みどり 古泉秀夫 杉山正隆 鈴木トモ子 関口紀江 高橋博 滝本博史 田中由紀子 富家靖子 名嘉圭太
坂内三夫 檜山紀雄 本田宏 栁林子 斉藤晏宏 谷山忠士 杉本一夫 山崎忠夫 吉田元 山田勲 吉田一江 笠原秀憲 須山真利子
西尾糸子 山田真巳子 篠田マサ子 谷上京子 今井俊一（順不同）

国民のいのちと健康、労働者の生活と権利を守る

日本医労連［日本医療労働組合連合会］

〒 110-0013 東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館３Ｆ TEL:03-3875-5871

FAX:03-3875-6270

医療 ･ 介護 ･ 福祉労働者の労働組合
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