東京社保協は、
毎都議会開会日の
午前中に都知事・
都議会各会派に対
して、要請行動を
行っています。
９月 日開会の
第３回定例都議会
に向けては、事務
局と加盟団体から
８人が参加して行
いました。都内全
体での放射線量測
定と結果の公開、
都防災計画での都
の役割と責任の明
確化、耐震診断・
改修工事助成制度
の拡充、国保料
（税）、後期医療
保険料の引き
下げに向けた財政支援強
化、資格証明書・短期保
険証発行と差押えの中止、
気管支ぜん息医療費助成
制度の継続など 項目の
要請を行いました。
また、各会派要請では、
８月 日実施の「国保・
医療なんでも電話相談」
で明らかになった実態を
紹介しながら懇談会の申
入れも行いました。
26

16

東京社保協、東京地評、
都民要求実現全都連絡会
の呼びかけによる「昼休
み集会」を都庁前で開催。

善を」と訴えました。そ
のほか新日本スポーツ連
盟・萩原理事長、革新都
政をつくる会・中山事務
局長が訴えを行いました。
集会の最後に４００人
の参加者全員で都知事室
に向けてシュプレヒコー
ルを行いました。

年金者組合、老後保障

は廃止を求める国民の声

行した。今回の不服申請

決意表明は、社保協加
盟の公害患者と 家族の会・
石川副会長が「都の医療
費助成は患者の不安や症
状改善に効果がある。制
度を打ち切らないで」と
訴え、また都生連・深沢
常任理事は「都営住宅の
新規建設と入居基準の改

かりか、

保険料の

大幅引き

推進協会など５団体が呼

を届ける運動の一環で

上げを強

びかけて、９月７日に

ました。東京社保協から

す」と運動の意義を訴え

に対する集団不服審査請

は寺川慎二事務局次長が

「後期高齢者医療保険料

求」を行いました。

んで、

明と組

民・公

か？自

ました

療制度の廃止はどうなり

が公約した後期高齢者医

年金者組合都本部金子民
夫委員長が「民主党政権

は約１００人が結集し、

に来ている」との電話も

る。請求するため区役所

知った。自分も怒ってい

することができることを

聞を見て、不服審査請求

新聞を見た都民から「新

会見も行いました。東京

ました。同時進行で記者

集会終了後、２７７人
分の不服審査請求を行い

いました。

連帯のあいさつをおこな

棚上げ

ありました。

都庁前での事前集会に

したば
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「オスプ
レイ配備に
反対する沖
縄 県 民 大 会」
（実行委主
催）が
月
日 、 沖 縄・
宜野湾市海
浜公園で開
催され、復
帰後最多の
約
万
千
人 が 参 加 し、
歴史的な大
会となりま
した。八重山・石垣市と
宮古島市でも大会が開催
され、両会場には計約
千人が参加、合わせて
万 千人の県民の「反対」
の意思が示されました。
沖縄の米軍基地は、ア
メリカが戦争で勝ち取っ
た戦利品であり、〝老朽
化し現在は使っていなく
ても代替がなければ返還
はない〟〝基地面積は嘉
手納町の ％、北谷町の
％〟です。また、嘉手
納基地は２４０億円もの
年間維持
費を日本
が負担す
る以外に、
電気、水
道代など
億円を
思いやり
予算で支
出してい
ます。
このよ
うな中、
オスプレ
イが配備
されれば、

さらに命の危険が増大す
ることになります。県民
大会は、県内全 市町村
で反対決議をした議会を
代表しての議長会会長の
開会宣言で始まり、県議
会議長、県内全 市町村
の市町村長会会長、商工
会連合会会長、婦人連合
会会長、宜野湾市長、沖
縄国際大学学生などから
配備反対の訴えがあり、
ＪＡ中央会会長が大会決
議、閉会の挨拶は弁護士
会会長でした。
今後の配備反対運動の
出発点にするという決意
が示された大会でした。
これから、県下各地域で
の集会や、毎週曜日を決
めて普天間基地ゲート前

9

1

41

41

での抗議行動などが実施

30

24

される予定です。（副会

８月 日、ＴＰＰ問題
の学習集会を開催し、約
人が参加しました。
野田内閣は、ＴＰＰ交渉
に参加していく姿勢です
が、農業をはじめ国民の
生活に大きな影響をもた
らします。
食の安全・農業への影
響について農民運動全国
連絡会、医療・介護への
影響について目黒医療生
協、建設業界の立場から
土建目
黒支部、
労働者
の立場
から目
黒区職
労の代
表がそ
れぞれ
報告し
ました。
目黒
医療生
協の中

長・松本秀典）

山専務
理事は
ＴＰＰ
参加に
よって、①アメリカの製
薬業者の要求により薬価
が高くなる、②保険が効
かない自由診療が拡大し、
医療費が高騰する、③営
利目的の株式会社が病院
経営に参入し、いのちと
健康が「カネしだい」に
なり最終的には国民皆保
険制度が崩れていくこと
になりかねないと指摘し
ました。
そのほかにも、日本の
農業の破壊は明らかで、
安全性に不安なアメリカ
の食物がどんどん入って
くることになります。外
国人労働者の流入は雇用
と労働条件・賃金を悪化
させます。ＴＰＰ参加に
は日本医師会・農協をは
じめとして広範な国民が
反対しています。国民み
んなの問題として考え、
ＴＰＰ参加に反対してい
きましょう。（目黒社保
協ニュースより）
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9

60

3

84

40

10 2

月に提

中野社保
協は、介護
保険の生活
援助の時間
短縮、生活
保護、国保
料などの問
題で 月

昨年

9

なっていました

は、継続審査と

を求める」陳情

めざす エ ネ ル
ギー政策に転換

な平和な社会を

廃止し持続可能

日本での原発を

有数な地震大国

出した「世界で

11

日

日、中野区との対話集会
（交渉）を 人の参加で
開きました。
介護保険の生活援助の
時間短縮で、調理時間が
なくなり配食弁当に変わっ
た、リウマチ利用者は食
事に時間がかかるため、
時間内で配膳片付け・ト
イレ介助までできなくなっ
た、ヘルパーのサービス
残業が発生したり、減収
となったなどの事例を伝
え、必要なサービスが確
保できるよう区としての
指導を強めたり、制度改
善を求めました。
生活保護では「扶養義
務者による扶養は保護の
要件ではない」ことを確
が、８月

38

ます。（会長・西川勉）

後の 取 り組み にか かって い

採択 される かどう かは、 今

終的に自民、公明も賛成 し
採択 されました。 本会 議で

判断で 継続 が 否 決 され 、 最

が 、 可 否 同 数 の た め委 員 長

「継続」を主張しました

委員会で自民、公明が

致で採択されました。

民 環 境 委 員 会 」で 全会 派 一

の区議会「区

21

認させました。
国保料滞納世帯が 万
千世帯にのぼるにもか
かわらず、減免適用が２
０１１年度 件と少ない
問題を取り上げ、加入世
帯に配布する「国保ガイ
ド」で減免制度を紹介す
る内容の改善を約束させ
ました。国保料計算方式
の変更に伴う低所得層で
の激変緩和措置（経過措
置）の継続も強く求めま
した。
中野社保協は、秋の区
議会に「国保料の経過措
置の継続を」「国保料等
の減免制度を知らせる独
自の広報物を」の 本の
陳情を提出しています。

（事務局長・塚本晴彦）
震災以降、原発の影響
で、保育園では退園児が
相次ぎました。
２つある法人内の保育
園のうち一つは、福島市
内でも線量の高い地域に
あり、今年度はずっと定
員割れの状態が続いてい
ます。
いま、福島に残ってい
る親子も職員も、１日も
放射能の存在を忘れたこ
とはありません。毎日そ
のことを気にしながらの
生活のため、ストレスは
たまる一方です。
子どもたちは、自由に
外で遊ぶことができませ
ん。大好きな虫探しも、
砂あそびもできず、「こ
れさわってもいい？」と
全てを大人に確かめ「ほー
しゃのうだからだめな の？」
と言います。
放射能測定器は園が独
自で設置しました。飼育
するザリガニも、プラン
ターに県外産の土を入れ
て育てた野菜も線量を計

測しないと飼うことも食
べることもできません。
保育は、保護者にこの
活動をしても良いか（放
射能のことを）確認をと
らないとすすめられない
し、親の意向によっては
「プールに入れる子ども」
と「放射能が心配だから
プールに入れない子ども」
というように意見がわか
れることもあり、その対
応をするだけでも神経を
すり減らしています。
給食では、大事にして
きた「地産地消」ができ
ず、県外のできるだけ遠
いところから食材を取り
寄せるので、野菜がしな
びていて、おひたしを作
ることもしばしばです。
職員は、家に帰れば、
わが子を放射能から守る
ために気を使います。お
金もかかります。早く除
染がすすんで、放射能を
気にしなくても良い生活
が戻ることを望みます。
（文責・福祉保育労東京
地本・國米秀明）
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2

厚さが原因、都内の最低

賃金並み時給で働くこと

が良い。このままでは国

と比較して生活保護の方
だが『無駄の宝庫』」と

も地域も活力が衰えてい

にされたのが、お笑いタ

そのためのターゲット

４分の１の１０５億円）

際には保護費の区負担は

を要求しています。（実

く」と支給水準の見直し

発言。また、小宮山厚労
す。

レントの母親の生活保護

相は自民党の質問に答

％削減案も「検討する」

受給でした。彼は、長い

え、扶養義務の強化、自
障と税の一
と法改正の検討を答弁し

下積み生活から脱却して

民党提案の生活保護費

体改革」の
ました。そして今、憲法

売れ始めてから、ケース

「社会保

論議のなか
条で保障された「健康

保障という

会で「社会

院予算委員

会長が衆議

の前原政調

ある生活保護を切り崩す

のセーフティーネットで

限の生活を保障する最後

て生きて行くうえで最低

活を営む権利」、人とし

で文化的な最低限度の生

は

％にも満たない状況

の調査でも「不正受給」

せんでした。厚生労働省

「不正受給」ではありま

支援をしてきており、

ワーカーと相談して生活

げ、リストラで職を奪

み出し労働者の賃金を下

非正規労働者を大量に生

正規労働者を減らし、

で、民主党

と切りにく

10

動きが強められていま

例えばプレジデント・

考えればありえないこと
まで喧伝されています。

ところを知らず、冷静に

キャンペーンは、留まる

マスコミの「不正受給」

です。ところが、異常な

率はイギリス、フランス

それでも生活保護の捕捉

ば、生活保護受給者が増
えるのは理の当然です。

命を削る政策を強行すれ

どなど、庶民の暮らしと

のうえに消費税の増税な

い、年金を切り下げ、そ

多くの仲間と共に力を合

者、年金者を始めとする

す。
今こそ、現役の労働

今政治に求められていま

べて、日本は

20

4

25

いイメージ

日号

月

わせて「人権としての生

オンライン

％、少ないドイツで

活保護制度の確立」へ共
億円に対して４２０億円

ない低い実態です。大幅

も
の生活保護費が支給され

は、足立区の生活保護費
を取り上げ「税収３７４

の

％となっているに比

同のたたかいを広げる時

17

な予算増をはかることが

65 90

7

ている」「保護内容の手

です。（都生連常任理事
深澤安治）

％に満た
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