１月

日、滞納処分・差押え問題東日本学習交

差押えをどう見るのか」「税の負担は、憲法の応
能負担原則が根拠であり、累進課税機能が不可欠」
「全ての税は福祉目的税である」などについて丁
寧に説明し、現在の税制を批判し、憲法を投げ捨
てる自公政権に対して、「生存権や応能負担原則」
をもとに運動を作り上げていく重要性を強調しま

が参加し、学習・交流を行いました。
基調講演を浦野広明税理士が行い、「滞納処分・

流集会をけんせつプラザ東京で開催し、東京をは
じめとした首都圏や北海道から広島まで各地から、
事前申し込みを大きく超える会場満席の１７９人

30

した。
講演を受け午後からは、全商連から「過酷な取
り立ての実態と運動」、自治労連から「徴収現場
の実態」の特別報告がおこなわれました。合わせ
て、群馬・神奈川・千葉県社保協から、滞納処分
の実態、東京・北区
社保協から、王子駅
前で行っている「な
んでも相談会」の報
告、全国クレサラ・
生活再建問題被害者
連絡協議会の秋山事
務局長から「共同し
て相談会を開きたい」
との思いも語られま
した。
参加者からは、交
流集会に参加して
「実践にすぐ役立つ
内容で、これから実
践して成果を上げて
いきたい」の声が寄
せられました。

戦争法の強行から カ月がすぎましたが、戦争法廃止の
世 論は ま すま す 強 まっ て いま す 。 しか し 、安 倍 政 権 は 、
「景気対策」「消費税の軽減税率」「低所得者対策」な
どのごまかしで、国民の目を悪政からそらし、７月の参
議院選挙において改憲勢力で３分の２を占め、明文改憲
に突き進もうとしています。
憲法改悪阻止、戦争法廃止に向けて、「総がかり行動
実行委員会」が呼びかけている戦争法廃止２０００万署
名を成功させるために、東京社保協は東京土建・東京地
評と共同して、署名ハガキ付きチラシを作成しました。
各地域、団体で宣伝行動、地域へのポスティングなど積
極的に活用して下さい。
２月中旬に、定例駅頭宣伝を行っている事が分かって
いる地域には一定部数を送付しましたが、３月初旬には
その他の地域にも一定部数を送付しますので宣伝行動な
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
位以上で申し込んで下さい。
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渋 谷社保協は 、１月 日に
渋 谷区福 祉部高 齢者 サー ビス
課の豊田理香課長を招いて
「 介護保 険学習 会」 を開 催し
人が参加しました。
30

す るのか の説明 と質 疑応 答が
行われました。

外 れる介 護予防 の訪 問介 護と
通 所リハ の自治 体へ の委 託事
業 につい て、２ ０１ ６年 ４月
か ら渋谷 区がど のよ うに 対応

学習会 では、 改正 され た介
護 保険制 度の概 要と 地域 包括
ケ ア構想 、介護 保険 給付 から

52

説明の 内容は 、① チェ ック
リ ストは 地域包 括セ ンタ ーで
行 い、介 護申請 は必 ず案 内す
る ように する、 ②訪 問・ 通所
介 護は、 従来型 サー ビス と緩

和した サービ スを 開始し 、ボ
ランティア （研修 時間）に
よるサ ービス は検 討中で 実施
時期は 未定、 ③現 在利用 して
いるサ ービス の新 事業へ の移
行は、 現在の ケア プラン が終
了した のちに 新し いプラ ンに
移行し ていく 、④ サービ ス利
用料は 介護保 険の 利用負 担基
準に準 ずる、 ⑤サ ービス プラ
ンの押 し付け はし ない、 ⑥民
間の居 場所づ くり や支え 合い
活動へ の財政 援助 は検討 して
いく、などでした。

の か」など の意 見が出 され ま
した。「介護保険からの卒業」
の 発言には 、会 場内が ざわ つ
き 、課長の 表情 も凍り つき ま
した。

い のでは？ 本当 に移行 でき る

と同様 で、６ 割近く の事 業所

ス を受けて いる 人は、 その ま
ま 専門家の サー ビスが 受け ら
れ る。利用 者の 実情に 応じ た
多 様なサー ビス を提供 して い

区は、「 現在 、現行 サー ビ

が減収 となり 、事業 の見 直し
では ％ の事業所が 要支援の
受け入 れをし ない、 ２％ が事
業の縮 小・中 止と回 答し まし
た。また、要望・意見では
「予防給付の単価の内容によっ
ては撤 退をせ ざるを 得な い」
「経営 は厳し い、運 営を 続け
るだけ で精一 杯」「 賃金 の見
直し、 魅力あ る業種 にす るす
べもな い。介 護報酬 の削 減は
全く理 解でき ない」 など 、事
業所を とりま く厳し い実 態が
明らかになりました。

く 」と答え まし たが、 多様 な
サ ービスの 名で の時間 短縮 、
ボ ランティ アへ の置き 換え な
ど 「サービ スの 質の低 下」 が
懸念されます。

豊島社保協は、このアンケー
ト結果をもと に 月 区議会に
対して 、「介 護報酬 引き 上げ
と国庫 負担の 引き上 げ求 める
国への 意見書 提出」 の陳 情に
取り組みました。

今後も、区や国に対して
「 介護の切 り捨 て」が 無い よ
う に求めて いく ことに なり ま
した。

（渋谷社保協ニュースより）

区厚 生委員 会では 、「 高齢
者が増 え、介 護保険 利用 者も
増えて いる。 持続可 能な 保険
制度を作っていかねばならず、
費用を増やさない努力が大事」
（自民 党）「 処遇改 善加 算で
対応可能で不採択」（公明党）
と、残 念なが ら不採 択と なり
ました 。引き 続き、 介護 改善

のために取り組んでいきます。

12

（豊島社保協ニュースより）

2
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豊島 社保協は、 昨年 月に
区 内２０３ カ所 の介護 事業 所
に 介護報酬 改定 に伴う 影響 調
査アン ケートを実 施し、 事
業所（ ％） から回答が あり
ました。
11

回答内容 は、 介護を よく す
る 東京の会 のア ンケー ト分 析

49

16

参加 者から は、 「介護 保険
からの 卒業が 強制 される ので
は」「 ころば ん体 操など 居場
所や支 え合い 活動 に援助 を」
「サー ビス内 容の 違いが 判ら
ない」 「研修 は事 業者ま かせ
にしな いでほ しい 」「新 しい
事業を 実施す る事 業者は 少な

24
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入の約２２００人が、手元に保険

伝カーで宣伝し署名への協力を呼

11

中央社保協は２月 日、２０１
５年度全国代表者会議を開催し、
全国から 人が参加し憲法・社会
保障を破壊する安倍政権へ、地域
からたたかいを広げていくことを
意思統一しました。
開会あいさつを山田智代表委員
が行い、来賓として日本共産党堀
内照文衆議院議員、国民大運動笠
井智仁事務局長、安保破棄中央実
16

れる方がおられ、市民の怒りを感
じました。
署名は２月末現在で約１０００
筆が集約され、引き続き３月 日
まで集約し３月議会に提出予定で
す。
（八王子社保協ニュースより）

びかけると、早速署名を届けてく

18

証が無い無保険状態、③国保税の
滞納者数は５４３９人と国保加入
者の ％（１人当たり 万円）、
④差押え件数は平成 年度で８５
４件（平成 年度は６８４件）、
⑤乳幼児医療費等の市独自実施に
対する国庫負担等の公費減額（ペ
ナルティ額）は平成 年度で約１
２１０万円の減額で、都道府県調
整交付金は４９２万円の減額、⑥
国保税の口座振替率、滞納者の差
押え件数等収納率向上に対する都
道府県特別調整交付金の交付は、
平成 年度６６００万円の交付額、
と回答してきました。
国保税値上げ提案は３月議会で
審議される予定となっています。
（小平社保協ニュースより）
26

26

組むことを確認し、早速団地への
緊急署名行動が提起され、２月
日に５人で１３００枚の署名用紙
をドアポストインし、配布後に宣

76

25

八王子社保協は、八王子市が国

24

小平社保協は２月５日に、国保
税値上げに対して「国保税をこれ
以上上げるな」と６団体 人で対
市交渉を行いました。
小平市は、今年４月から、平成
年度で確定していた所得割０・
％、均等割１０００円の値上げ
に加えて、新たに改定率７・
２％、一人当たり年額５４５０円
の値上げを提案してきました。事
前に、市長あてに①新たな増税を
するな、②少子化対策として子育
て世代の子どもに係る均等割額の
軽減措置を市独自に実施すること、
③滞納世帯に短期保険証を必ず届
け、無保険状態を根絶すること、
④小平市を含む市町村国保が安定
的かつ持続的運営ができるよう、
国に財政的措置を要望すること、
の４項目の要望事項と質問を提出

27

行委員会東森英男事務局長があい
さつを行いました。
基調報告で山口事務局長は、戦
争する国への加速と社会保障解体
に進む安倍暴走政治を批判すると
ともに、社会保障充実の課題を正
面にすえ、ＳＴＯＰ暴走政治、壊
すな憲法、戦争法を廃止し、安全
安心の医療介護を実現する大運動
２年目を成功させようと呼びかけ
ました。

午後には、２つの分散会に分れ
て、全国のたたかいを交流すると
ともに、今後のたたかう課題を確
認しあいました。
代表者会議終了後には、会議参

加者で御茶ノ水駅で、「社会保障
は国の責任で」のハガキ入りティッ
シュを配布し、宣伝行動を行いま
した。

3

12

保税の値上げ提案を行ったことに
対して、国保税値上げ中止を求め
て市議会に対して請願署名に取り
組んでいます。
２月の幹事会で請願署名に取り

20

し交渉を行いました。
事前提出の質問項目に対する市
の回答では、①国保の加入状況は、
２９０９１世帯４７２１６人で
歳以上は ％（平成 年１月現在）、

12 25

②短期保険証の発行は１３７５世
帯で内窓口交付は６７８世帯（
％）で、市役所窓口に４カ月半ま
で留置き、その後に郵送。国保加

11

60
49

43

ＮＯ．２６９
東京社保協ニュース
2016年３月1日号

2016年３月1日号

東京社保協ニュース

4

ＮＯ．２６９

