「医療保険制度改革関連 法」
は、強行採決により可決 ・成
立させられました。しか し、
審議の中でも明らかにな った
とおり法律の具体化はこ れか
らです。また、関連法に 関す
る報道もほとんどされて いな
いため、法律の内容は国 民に
知らされていません。
東京社保協は、「安全 ・安
心の医療・介護を実現す る大
運動」として、社会保障 改悪
の具体化を許さない行動 と、
引き続き国民に広く改悪 の内
容を知らせる宣伝・学習 行動
に取り組みます。同時に、国・
東京都・自治体に対して 、住
民のいのちと暮らしを守 らせ
豊かなものにさせるため の運
動として、自治体との懇 談、

議会請願・陳情に取り組みま
しょう。
自治体・議会に対しては、
①「医療・介護総合法」の撤
回②消費税再増税中止③介護
報酬引き下げ反対④国保都道
府県化をはじめとする医療保
険制度の改悪反対、などの意
見書を求めていきましょう。
医療では、①国保料（税）
の独自軽減制度、②子ども・
高齢者の窓口負担軽減、③国
保加入者の無料健康審査、人
間ドックの助成制度、④国保
証の窓口留置きの中止、⑤機
械的な差押え、短期証・資格
証明書の交付をするな。
介護では、①総合支援事業
移行時に、本人・家族が希望
した場合に無条件で介護認定
を受けさせる、②専門家によ
る介護サービスから無理に
「多様なサービス」に切り替
えない、③特養待機者のうち、
要介護１・２の方を機械的に
外さない、などを自治体に要
求していきましょう。
なお、現在取り組んでいる
「安全・安心の医療・介護を
求める」署名については、当
面引き続いて取り組みます。

「戦争する国づくり許すな、憲法と
平和・いのちと暮らしまもれ、ＳＴＯ
Ｐ安倍政権、６・ 大集会」が６月
日、東京臨海広域防災公園で開催され、
１万６千人が参加しました。
集会は、呼びかけ人の一人の医師・
本田宏さんの「これだけの人が連帯し
て行動していることが素晴らしい、頑
張りましょう」という開会宣言で始ま
りました。
主催者挨拶に立った小田川全労連議
長は、広範な反対意見の高まりで戦争
法案が矛盾を深め安倍政権を追い詰め
ていることを強調しました。また、国
会情勢報告を志位日本共産党委員長が
行い、世論の高まりと結合して何とし
ても廃案にしようと呼びかけました。
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６月５日、渋谷社保協「何で
も相談会」を渋谷駅西口モアイ
像前で、９団体 人の参加で開
催しました。相談件数は 件と、
ここ数回の中では一番多く、相
談コーナーに人が絶えることは
ありませんでした。
相談では、「収入は少なく、
支出は多い」「生活が大変」
「家賃の安い所に移りたい」な
どの声が多く寄せられました。
年金生活の 代男性は、「年
金の半分以上が家賃で消え、食
費は月１万円に抑えている」と
いう相談や、「脳梗塞の夫の医
療費負担が心配」、要支援１の
女性からは「入所予定の軽費老
人ホームの費用や今後の医療費
が心配」、その他、お墓のこと
やふるさと納税、家族の失踪に
伴う年金受給など、多岐にわた
る相談が寄せられました。
相談会と並行して、医療・介
護の充実を求める署名、戦争法
案廃案署名やチラシ入りのティッ

療・介護・国保問題などで自治
体要請・懇談を行っていくこの
提起がされました。
討論では、参加者から「国民
にとって、とても重要な法案の
中味が知らされていない」「こ
れ以上の社会保障の後退は許せ
ない」などの声があがりました。
その後、活動方針、会計報告、
予算、新役員の提案があり、い
ずれも満場一致で承認され閉会
しました。
（事務局次長 笠原 孝行）

６月 日、第 回総会を開催
し 人が参加しました。
総会に先立ち、東京社保協の
寺川事務局長から「安心・安全
の医療・介護の実現を」と題し
て講演が行われました。
講演では、安倍内閣の暴走政
治が進める社会保障制度改悪は、
憲法 条の「解釈改憲」であり、
国民に自助・自立を押し付け、
社会保障を変質させようとして

44

25

20

19

2

シュ配布などにも取り組み、署
名 筆を集めました。

75

また、６月 日から渋谷区議
会が開催され、毎議会ごとに実
施している区議会請願として
「戦争法案に反対する」意見書、
「辺野古基地建設に反対する」
意見書の請願書を提出しました。
（渋谷社保協ニュース）

25

どが報告提案され、予算、役員
体制とあわせ提案を確認し、新
会長に佐野英司さん（守る会）
を選出しました。
最後に「戦争法案ストップ社
会保障拡充の大波を」の特別決
議を全体の拍手で確認しました。
（八王子社保協ニュース）

６月 日、墨田社保協は墨田
区中小企業センターで定期総会
を開催しました。
中村代表の開会あいさつに続
き、東京社保協の相川事務局次
長、原日本共産党墨田区議から
来賓あいさつを受けました。
相川東京社保協事務局次長は、
「医療保険制度改革関連法」が
強行成立され、 歳以上の保険
料が２倍から 倍に大幅に引き
上げられ、入院時食事療養費の
自己負担の２００円の値上げや
都道府県に医療費削減の役割を
担わせる「国保の都道府県化」
など、安心して医療を受ける権
利を奪う改悪が行われたことが
報告されました。あわせて、医
10

11

八王子社保協は６月８日、定
期総会を八王子共立ビルで開催
し 人が参加しました。
総会記念講演は、寺川慎二東
京社保協事務局長が「社会保障
解体への総反撃をどう進めるの
か」の視点で、政府・財界の総
攻撃の内容と社保協の果たす役
割について講演し学習しました。
総会では、①第６期介護保険
事業計画に対する「要望書」や
パブリックコメントを 件提出、
②無料なんでも相談会の３回開
催、③市議会・都議会・国会へ
の陳情・請願署名の取り組みな
どの活動報告を行いました。
新年度活動方針として、①国
保制度改善、②介護保険制度改
善、③医療負担軽減、④生活保
護基準・申請権を守り就学援助
拡充、⑤年金引き下げ「違憲訴
訟」支援。⑥なんでも相談会な

24
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いると批判。当面の課題として、医
療・介護を改善させることを地域の
課題として幅広く展開し、市との交
渉や市民への宣伝を強める必要があ
ると強調されました。
総会では、「特養ホームの待機者
が４４３人いる現状を何とか解決し
てほしい」「清瀬市は、都の遊休地
を利用して特養を誘致する考えは無
いのか」「市民生活が苦しい中、国
保税や介護保険料を引き下げてほし
い」等の切実な意見が出されました。
清瀬市の第６期介護保険事業計画
の中では小規模特養を１カ所作る計
画しかありません。特養ホームの待
機者ゼロ、保育所待機児ゼロ、孤独
死ゼロのための運動を進めること。
介護者を抱える家族や、特養入所希
望の方々を中心にして「会」を立ち
上げ、要望をまとめ市に粘り強く求
めていくとの運動方針を確認して終
了しました。
（事務局長 末永 雄三）

中野社保協は６月 日、「脱・住
まいの貧困、貧困社会から社会を変
える」講演会を、認定ＮＰＯ法人自
29

立生活サポートセンターもやい理事
の稲葉剛さんを講師に開催し 人が
参加しました。
稲葉さんは、高齢者と若者の住宅
問題を取り上げ、「住まいは人権」
に基づく居住福祉政策の確立が必要
だと話しました。
人が亡くなった川崎市の簡易宿
泊所火災。「なぜ一時的な施設に多
くの単身高齢者が長期間暮らしてい
るのか」と問いかけ、背景には公営
住宅不足、福祉事務所のワーカー不
足や「生活保護受給者はまず屋根の
ある所に入れておけばよい」とす偏
見があることを説明しました。
不安定な仕事と不安定な住まいは
連動し、失業とホームレス化に陥る。
持家から賃貸住宅、そして脱法ハウ
スや派遣寮・ネットカフェ、路上生
活へと下流していく「住まいの貧困」
の全体像を説明し、この全体像を把
握した上での「縦割り行政」でない
一元的な住宅政策の確立。家賃補助・
借り上げ型の公営住宅・公的保障制
度の実現、生活扶助・住宅扶助引き
下げ撤回が必要だとまとめました。
（事務局長 塚本 晴彦）

「許す な戦 争法 案！ 」総が かり
行動実行委員会が主催する国会行
動が行われています。
６月 日からは、国会会期末の
６月 日まで、土日を除く連続座
り込み行動が行われました。 国
会の会期が９月 日まで大幅に延
長されました。会期延長など言語
道断です。
引き続き、たたかいの手をゆる
めず、６月 日の国会包囲行動を
皮切りに、当面、毎週木曜日（
時半～衆議院第２議員会館前）に
国会前集会を開催する予定になっ
ています。また、国会情勢に対応
して座り込み行動も検討されてい
ます。
戦争法案阻止のため、各団体・
地域から国会行動に参加しましょ
う。
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