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
組んでいます。
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あり、 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。
今回の陳情署名は、東京都 として強く国に
制度創設を求めると同時に、 都独自の助成を
求めるためのものです。
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、最終的に は５月末まで集
約します。各団体・地域での 取り組みをお願
いします。
なお、署名用紙は注文用紙にて申し込んで下さい。

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。社保協は、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の大運動（２年目）に
現在取り組んでいます。
これを受け、東京社保協は東京土建・東京地評と共同
で、「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・安心の医療介護を求める国会請願署名に、通常
国会提出と参議院選挙勝利に向けて取り組みます。各団
体・地域で積極的な取り組みをお願いします。
なお、１月初旬にこの署名用紙の見本と注文用紙を、
各団体・地域に配布しました。（署名用紙の注文は、団
体１枚３・５円、地域は無料で配布します）
また、新たに「ハガキ署名」も出来上がりました。各
地域に一定枚数を配布しますので、署名・宣伝行動など
で活用して下さい。
署名付きハガキの追加注文は、事務局まで１００枚単
位以上でお願いします。
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介護を よくす る東 京の 会は
１月 日、 「介護フォ ーラム
２ ０１６ 」と介 護を よく する
東 京の会 総会を 、東 京労 働会
館 ７階の ラパス ホー ルで 開催
し、 人を 超える方々 が参加
しました。

下 させない 取り 組みを 行っ て
い くことや 利用 者・介 護労 働

応 する自治 体と の懇談 ・要 望
を 実施し、 現行 サービ スを 低

ア ーの比較 分析 をして いく こ
と が提起さ れ、 引き続 き、 対

最後に、 コー ディネ ータ ー
か ら、各自 治体 の地域 包括 ケ

い実態などが報告されました。

場 にはきち んと 伝わっ てい な

のみな らず、 加盟団 体さ らに
多くの 人達に 呼びか けを して

を求め る陳情 のため 、署 名に
取り組 んでい ますが 、社 保協

今、 社保協 を中心 に子 ども
の医療 費無料 化、保 険料 軽減

ばなら ない事 であり 、社 会保
障を充 実させ ていく 上で も喫
緊の課題と認識しました。

しても 真剣に 取り組 まな けれ
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介護フ ォーラ ムに 先立 ち、
介 護をよ くする 東京 の会 の総
会 を行い 、２０ １５ 年度 の取

者 ・事業者 の実 態を把 握し 、
改 善の取り 組み を地域 から 進
め ていくこ とを 全体で 確認 し
てフォーラムを終了しました。
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2

署名を 広げ、 医療費 助成 の対
象年齢 の引き 上げや 子ど もの
保険料 軽減な ど、様 々な 運動
により 、実現 に向け て働 きか
けたいと思います。

（事務局長 牧岡 善隆）
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任研究 員）が 、「 みんな で考
えよう 。東京 の介 護問題 解決
への途 」「地 域包 括ケア 政策
分析と くらし の困 った救 済活
動」と題して報告されました。

町 田社 保 協 は 月 日 、 介
護事業 所アン ケート 結果 をも
とに「 安心な 介護保 険制 度実
現のた めの緊 急要望 」を 町田
市 に 提出 し 、 月 日 に 市 か
ら回答がされました。
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り 組みの まとめ と２ ０１ ６年
度 の取り 組み方 針及 び会 計報
告を全体で確認しました。

当日は、 雪の 影響で 参加 者
は 人と少数 でしたが、 勉強
になる講演をいただきました。

回答 では、 ①介護 報酬 引き
下げに よる経 営悪化 につ いて
は、マイナス改定ではあるが、
加算の 見直し や中重 度に サー
ビス提 供して いる事 業者 につ
いては 増収と なる場 合も ある
と認識しており、介護事業者

こま え社保協は １月 日、
東 京社保協 の寺 川事務 局長 を
招 き、「今 こそ 子育て 支援 の
拡 充を」と 題し て学習 会を 開
催しました。

今回の講 演の 資料の 中で 、
ひ とり親家 庭の 貧困の 状況 や
所 得状況な ど、 詳細な 説明 を
し てもらい まし たが、 本当 に
深 刻であり 、子 どもの 保険 料
も 市区町村 によ って乖 離が あ
り 、東京都 だけ でなく 、国 と
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介護フ ォーラ ムで は、 最初
に コーデ ィネー ター の安 達智
則 氏（東 京自治 問題 研究 所主

自治 体・現 場か らの報 告と
して、 稲城市 の総 合事業 の実
態につ いて、 山岸 太一日 本共
産党市 議会議 員が 報告し 、足
立、葛 飾、墨 田、 江東、 江戸
川の５ 区の介 護事 業所に 対す
る介護 報酬改 定の 影響調 査報
告を寺 田雄氏 （東 京医労 連健
和会支 部）が 報告 し、世 田谷
区の総 合事業 の報 告を、 森永
伊紀氏（全国ヘルパ ー連絡会）
が報告しました。
フロ アーか らは 、介護 事業
所の人 手不足 及び 募集し ても
応募が 無い実 態や 、厳し い経
営実態 、総合 事業 の内容 が現
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２月２２日（月）１４時～
会場：東京労働会館５階会議室

3

ではどうすればいいか。「個人

第２回２３区事務局長会議

カード」の申請をしない、申請し
てしまったら決して使わずしまっ
ておく、企業から番号の提示を求
められても応じない、など大変わ
かりやすいお話しで、これからど
うしていけばいいのかの道筋が見
えました。
今回学習した内容を、周りの人
に話すとともに、私たちを拘束す
る番号制をくいとめる運動を活発
にしていくことを確認して講座を
閉会しました。

（講座の感想から）

１月４日、第１９０通常国会が
開会しました。会期は１５０日、
６月１日閉会予定となっています。
１月４日には、３８００人以上
が、総がかり行動実行委員会の開
会日行動に結集しました。

２月１８日（木）１４時～
会場：地域保健企画ビル

数も前年度末と比較してもほぼ変

保障とマイナンバー制度」でこの
講座への関心は高く、 人もの参
加者で会場は一杯になりました。
この講座の副題「ゆりかごから
墓場まで管理社会に」の内容に納
得するとともに大変腹がたちまし
た。マイナンバー制度は、私たち
にプラスになることは何もないこ
と。税金から支出される費用は、
ＩＴ産業だけで２兆円規模、日本
郵便が２００億円規模の初期収入
と毎年４億円程度の定期収入、富
士通・日立製作所が２１６億円・
１８８億円の受注、１億人がカー
ドを作れば１０００億円と、ナン
バービジネスが展開されると巨額
の収入を得る企業があること。
また、所得情報・資産情報と医
療情報を国が管理するということ
は、経済的徴兵制への危険度が増
し、生活保護の申請がさらにでき
にくくなる心配が大きいことが報
告され、広報でうたわれているよ
うなメリットはないことが話され
ました。

第３回多摩地域事務局長会議

動がなく、今回の報酬改定が直ち
に経営の悪化につながっていない、
②今後、厚労省の調査結果等を注
視し、介護保険制度の適正な運営
に努力する、③人材確保対策では、
２０１１年度から、町田市介護人
材開発センターの開設を支援し、
人材育成と確保の体制整備をして
きた。引き続き、同センターを支
援し、介護人材確保に取り組む、
④新総合事業については、町田市
の特性を生かした総合事業を開始
する予定で準備中。市民・事業者
等への説明・十分な周知期間を考
慮していく、⑤特養の特別の事情
による入居者の可否は、施設判断
を受け必要に応じて意見を付して
いく。市としては、町田市特養入
所指針で透明性・公平性を確保し
ている。という内容でした。
この回答をふまえ、引き続き、
市に対する運動に取り組んでいき
ます。
（事務局 八柳 ひろ子）

１月 日、東京保健生協の「く
らしの学校」が東京社保協の寺川
仁局長を招いて開催されました。
今回の講座のテーマは、「社会
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