安倍政権 は、社会 保障のか つてな い大改 悪を 進
めています 。だれも が安心し て、安 全・安 心の 医
療や介護を うけられ ることを 求めて 、中央 社保 協
は、「社会 保障は国 の責任で す。だ れもが 、お 金
の心配なく 必要な医 療・介護 を受け られる よう に
して下さい 」の安全 ・安心の 医療介 護署名 に、 来
年の通常国 会提出と 参議院選 挙勝利 に向け て取 り
組みます。
東京社保 協は、こ の提起を 受けて 東京土 建・ 東
京地評と共 同して、 この国会 請願署 名に取 り組 み
ます。
月に、 この署名 用紙を配 布します ので、各 団
体・地域で取り組みを開始して下さい。

月 日、中央社保協と認知症の人と家族の会、介
護をよくする東京の会の共催で「介護・認知症なんで
も無料電話相談」がおこなわれました。
「介護・認知症なんでも相談」は今回で５回目の実
施で、 都道府県で実施し２５２件の相談が寄せられ
ました。
東京では、認知症の人と家族の会東京支部の２人を
含め延べ 人の相談員が、朝 時から 時まで相談に
対応し、ＮＨＫの昼の首都圏ニュースで「電話相談」
が紹介されると、その後は電話が鳴り続け、合計 件
の相談に対応しました。
電話相談の９割は家族からの相談で、「特養の入所
基準が要介護３以上になり、要介護２以下は対象から
外され、やむなく有料老人ホームに入所したが費用が
高すぎて払いきれない」や「両親の年金は入所費用に
消え、自分自身も障害があり、経済的に苦しい。どう
したらいいのか」など、介護保険制度改悪による深刻
な相談が多数寄せられました。
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中野社保協は 月５日、「貧
困支援」「安心して利用できる
介護保険・国保」の２つのテー
マで、中野区と対話集会を開催
し 人が参加しました。
貧困支援の課題では、中野区
の就学援助が争点になりました。
区は、認定基準を生活保護基準
の１・２倍から１・１５倍に引
き下げ、国の生活扶助基準の引
き下げと合わせ、 年度で小学
生 人、中学生 人、 年度は
小学生１３６人、中学生 人が
就学援助を利用できませんでし
た。中野区は、区の生活保護率
が増加しているなど貧困が進む
中での「基準引き下げ」の妥当
性を説明できず、「予算など総
合的判断で理解していただくし
かない」と逃げました。
区の財政は、 年度は区政史
上最大の 億円の黒字で、積立

13

理由に助成制度は考えていない。
年金問題では、制度は国が所管
で、自治体の無年金者の把握は
必要ない。制度改善は、全国都
市国民年金協議会が行っている
ので国に対する要望は考えてい
ない。国保問題では、財源は保
険料と国・都の負担が基本で、
残りは受益者負担が当然。税の
公平性（社会保険加入者の保険
料二重負担）から、一般会計の
法定外繰入は好ましくない。と
いうのが各自治体共通の回答で
した。
こうした中、羽村市が社労士
資格を持つ年金相談員を市民課
に配置し、障害年金を中心に相
談窓口を週３回開設し、年金受
給に結びつける業務を進めてい
ることが判りました。

（事務局次長 宮田 和志）

2

ふり構わない異常ぶりです。今
こそ社保協の出番です」とあい
さつしました。

記念講演として、「社会保障
とマイナンバー制度」と題して
寺川東京社保協事務局長が講演
しました。
総会討論では、医療・介護・
年金をめぐる情勢を背景とした
対区交渉の取り組みなどを中心
に報告がありました。
阿 部 事 務 局 長か ら 、 憲 法 条
を活かす運動を柱に、地域の社
会保障拡充の取り組み方針と事
務局体制の強化について提起さ
れ、全員の拍手で確認しました。
（事務局長 阿部 弘明）

10

基金は５２７億円に膨れ上がり
ました。社保協は「区民の実態
をつかみ、区民のために予算を
回すべきだ」と追及しました。

15

25

西多摩社保協は 月 日から
日 、 高 齢 者 医 療、 年 金 、 国 保
問題などを中心に西多摩８自治
体への要請行動に取り組み、延
べ１１８人が参加しました。
高齢者の医療費助成について
は、財源問題と世代間の公平を
22

介護・国保の課題では、要支
援認定を受けている高齢者が
「４月からヘルパーは利用でき
ないと事業者から連絡があった」
と発言。
区は、要支援者の介護保険は
ずしの受け皿となる「総合事業」
について、「家事援助だけなら
資格のない主婦でもできる」と
発言しました。社保協は、介護
状態にならないように専門的援
助が必要だと指摘。合わせて、
高すぎる国保料、滞納による差
押えの激増などについて要請し
ました。
（事務局長 塚本 晴彦）

、練馬社保協は 月７日、東京
土建練馬支部会館で第 回総会
を開催しました。
開会あいさつに立った寺井副
会長は、「安倍政権の暴走はと
どまるところを知りません。戦
争法の強行をはじめ、社会保障
の大改悪、沖縄の新基地建設、
ＴＰＰの大筋合意など、アメリ
カと財界のためなら国民を無視
し、憲法違反もいとわず、なり
11

11
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深刻な実態は労使交渉だけでは解決し
ない、労使が共に国に声を上げていか
なければ」（福保労）など 人発言し

月 日、杉
並公会堂で「第
回東京高齢者
のつどい」が開
催されました。
「戦争する国
にさせない、い

3

ました。
討論を受け、「安全・安心の介護を
求め、利用者・家族・事業者・労働者
がともに声を上げよう」と確認しまし
た。
集会後、御茶ノ水駅で２カ所に分か
れて宣伝・署名に取り組み、 筆の署
名が寄せられました。

月７日、「介護に笑顔と希望を」
学習決起集会が中央大学駿河台記念館
で開催され、１３０人が参加しました。
集会は、全日本民医連の林泰則事務
局次長の「介護保険制度改革をめぐる
動向」の学習講演を受け、中央社保協
前沢事務局次長をコーディネーターに
「介護保険改定で利用者・事業者・労
働者は？」と題してパネルディスカッ
ションが行なわれました。
パネラーは、利用者を代表して東京
の「認知症の人と家族の会」の松下よ
り子さん、労働の現場から東京さくら
福祉会の本間則子さん、事業者の立場
から社会福祉法人「泉湧く家」理事長
の宮長定男さんの３人が行い、それぞ
れの立場から介護の現状と介護改善の
課題を提起しました。

東 京社 保協 は 加盟 ９団 体 と共 同で 、 「子 育て 支 援
のため、 子どもの医療 費無料化 拡充と子 どもの保 険
料軽減を求める」陳情署名に取り組みます。
少子高 齢化が進行す るもとで 、子育て 支援の拡 充
は喫緊の 課題です。子 育て世代 は「貧困 と格差」 が
広がる中 で、仕事や子 育てに懸 命に取り 組んでい ま
す。子育 て世代の経済 的負担を 軽減する 施策の拡 充
は少子化対策の重要施策です。
また、 国保は稼働所 得のない 子どもか らも保険 料
を取って います。２０１５ 年度の 区の 均等割額 は
４４７００円にもなります。
子 どもの医療費の無 料制度・子どもの 均等割軽 減
制度は、 全国知事会も 「子育て 支援の視 点からの 子
どもに係 る保険料（均 等割）の 軽減や、 地方の自 主
的な取り 組みを阻害し ている地 方単独事 業に係る 国
庫負担の 減額措置の廃 止等」の 緊急要請 が社会保 障
審議会医療保険部会に行われています。
今回の 陳情署名は、 東京都と しても強 く国に制 度
創設を求 めると同時に 、制度が できるま で待つの で
はなく、都独自の助
成を求めるためのも
のです。
来年６月に予定さ
れている第２回都議
会定例会での審議を
めざし、第１次署名
集約を１月下旬（第
１回定例会前）とし、
最終的には６月まで
集約します。署名用
紙は 月初旬に送付
する予定です。各団
体・地域での取り組
みをお願いします。
12

10

のち輝く未来のために」をスローガン
に、来年東京で開催される、第 回日
本高齢者大会成功にむけ、熱気あふれ
る集会になりました。つどいには、約

11

フロアーからは「地域で行った、訪
問による介護事業所アンケートを通じ、
地域から介護保険制度を変える取り組
み」（八王子社保協）、「介護現場の

11

56

16

８００人が参加し前回のつどいの倍の
参加者で成功しました。
基調報告では、「多くの団体が共同
し、全ての地域に地域実行委員会を作
り第 回日本高齢者大会を延べ１万人

30

27

の参加で成功させましょう」と訴え参
加者全体で確認しました。
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