東京社保協は、東京土建、東京地評、年金者組合都本部
の４者連名の独自署名及びハガキ署名を作成しました。こ
の署名は、１月 日から始まった第１９３通常国会に向け
て取り組むものです。
地域社保協には、１月中旬に署名用紙とハガキ署名を送
付しましたが、まずは社保協幹事会や役員会、加盟組織の
機関会議等で署名を集めると共に、定例宣伝行動や集合住
宅へのハガキ署名配布行動などで活用して下さい。
署名用紙やハガキ署名の追加については、注文用紙で申
し込んで下さい。なお、地域社保協は無料、団体は１枚３
円（署名用紙・ハガキ共）となります。

１月 日、総がかり行動実行委員会主催の第１９３通常国
会「開会日」行動が開催され、６００人を超える人が参加し
ました。
主催者を代表してあいさつした実行委員会の福山さんは、
「国民の多数は、アベノミクスを支持しているわけではない。
今年こそ安倍政権打倒へ力をあわせよう」と力強くあいさつ
しました。
国会議員も、民進党の福山哲郎、日本共産党の井上哲士、

社民党の福島瑞穂、沖縄の風の伊波洋一、各参議院議員、自
由党の玉城デニー衆議院議員がかけつけ、ともにたたかう決
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意を述べました。
連帯あいさつでは、海渡雄一弁護士が今通常国会に提出さ
れようとしている「共謀罪法案」について報告し、「共謀罪
法案」は、「安倍政権が監視社会化を強め、人々を委縮させ、
民主主義を 窒息させるもの
で、「平成 の治安維持法」
といえるも の」で、国会に
提出させな い世論と運動を
広めようと訴えました。
今後の国 会行動ですが、
毎 月 第 １ ・第 ３ 水 曜日 の
時 分 か ら衆 議 院 第 ２議 員
会館前で定 例国会行動を行
います。
また、緊 急署名提出・議
員要請行動を、２月８日
（ 時 分か ら）と ２月
日 （ 時 から 時 ）に 衆議
院第２議員 会館にて実施し
ます。
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北区社保協は、昨年 月 日
に「なんでも相談会事例報告集
会」を開催し 人が参加しまし
た。
12
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北区社保協の「なんでも相談
実行委員会」が主催する「相談
会」は、開始から２年半が経過

渋谷社保協は昨年 月 日、
２０１６年最後の「なんでも相
談会」を渋谷駅西口モヤイ像前
で開催し、７団体 人の参加が
ありました。
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当日は、 月とは思えない暖
かさの中で５件の相談が寄せら
れ、その内４件は法律に関する
相談で、代々木法律事務所の三
浦祐哉弁護士は大忙しでした。
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保、障害者の相談でした。
集会では、これまでの困難事
例から、要介護５の親の面倒を
見る娘に対する兄弟からの家庭
内暴力。家族にうつ病、家計を
支える長男が失業、 前の清掃
パート労働の母が唯一の収入源
でその母も年齢制限でリタイア
になることの相談、王子生協病
院からは、相談に来た方の友人
が王子生協病院に偶然入院して
いることに気づき、同じ施設に
入れることができた救済事例、
などが報告されました。

割書にサインさせられた」とい
う遺産相続をめぐる相談、離婚
に際しての土地・家屋などの財

法律相談は、「勝手に遺産分
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しのべ 回を迎えています。協
力参加団体からのべ３３３人が
参加し、相談に訪れた方は合計
１４１人に達します。

参加した看護師からは、「実
際に苦しい胸の内を相談できな
い実態を知った」。毎回参加し
ている北区労連からは、「相談
会ののぼりを見て、まだやって
ますかと泣きそうな顔をして相
談に来た女性」の事例が紹介さ
れました。また、会場からは
「一人ではできないこと、地域
で活動を広げて行きたい」の声
も聞かれるなど貴重な交流会と
なりました。
閉会のあいさつに立った北区
社保協の小川会長が、「相談に
乗ることで私たちも成長する。
引き続き運動を広げよう」とま
とめました。

産分与に関するもの、家族間の
金銭トラブル、賃金支払先の確
認などでした。

法律に関すること以外では、

年金で一人暮らしの 代の女性
が、「健康食品販売で１１０万
円の詐欺にあった」という相談
で、きっかけは「サンプル」で
誘われたようです。

相談者からは、「こういう相
談は他にどこでやっているの」
「こんどは何時やるのか」など
の問い合わせもあり、気軽に相
談できる所を求められているよ
うです。

（渋谷社保協ニュースより）

2

70

（事務局長 森松 伸治）
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相談内容は、医療・介護・社
会保障関係が約半数を占め、そ
の内 件が生活保護、年金、国
30
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中野 なん でも 相談 実行 委員
会は、昨年の年末 月 日と
今 年初めての１ 月 日に通算
・ 回目の「なんでも相談
会 」を 中野 駅北 口広 場で 開催
し 、 年 末は 件 、１月 は８件
の相談がありました。
相談 内容 は、 「職 場で ひど
い こと を言 われ ショ ック を受
け 、動 悸が 出る よう にな った
12
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― 代男性 」「パワ ハラを受
け てい るが 労災 が適 用さ れな
い 。強 く言 えな い立 場で あり

73

失 職の可能性も ある― 代男
性 」「 上司 から のパ ワハ ラを
受 けて いて 、会 社を 休む 時に
上 司に 言い づら い、 メー ルで
40

多 く寄 せら れ、 その 他遺 産相
続 や臨 時給 付金 につ いて の中
野 区役 所の 対応 につ いて の不
満 や年 金支 給要 件や 借金 問題
などの相談が寄せられました。
（実行委員会ニュースより）

介護をよくする東京の会は、
１月 日に 日本医療 労働会館
で ２０ １６ 年度 総会 と学 習会
を開 催し、各団 体地域か ら

ま た、 安達 智則 ・東 京自 治問
題研究所主任研究員から、
「 小池 都政 は、 高齢 者フ ァー
ス トの 介護 を実 現で きる か」
と 題し て、 小池 都政 の社 会保
障 政策 の分 析と 、新 たに 豊島
区 で国 家戦 略特 区に より 開始
さ れる 「混 合介 護」 の内 容と
問 題点 など につ いて 報告 され
ました。
引き続き行われた総会では、
２ ０１ ６年 度の 取り 組み のま
と めと ２０ １７ 年度 方針 を報
告 し、 今年 ４月 から 全自 治体
で 開始 され る「 新総 合事 業」
の 実施 状況 など につ いて 自治
体 アン ケー トを 行い 、「 現行
サ ービ ス」 の確 保を めざ す取
り 組み に活 かし て行 くこ とや
国 や東 京都 ・自 治体 に対 する
運 動の 強化 など を確 認し て総
会を終了しました。
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個 人攻撃をされ ている― 代
男 性」 など パワ ハラ の相 談が

46
人が参加しました。
総会 の前 段で 学習 会を 開催
し 、林 泰則 ・全 日本 民医 連事
務 局次 長か ら「 介護 保険 の見
直 しを めぐ る情 勢と 今後 の課
題 」と 題し て、 政府 が推 進す
る 介護 保険 制度 改革 のポ イン
ト と２ ０１ ７年 改革 の内 容、
想定される「改正」スケジュー
ル など につ いて 多彩 な資 料に
基づき丁寧に報告されました。
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１月 日、中央社保協は消費税廃
止各界連絡会と共同で宣伝・署名行
動を新宿駅西口で行いました。
中央社保協からあいさつに立った
岩橋祐治代表委員は、「国民に大増
税と社会保障の連続改悪を押し付け、
格差と貧困を広げた安倍政権を退陣
に追い込みましょう」と呼びかけま
した。
保団連として訴えに立った住江憲
勇会長は、貧困によって受診をため
らったり、治療を中断する実態があ
ること。「生活と健康を守るために、
更なる消費税増税や社会保障の改悪
は断じて許せない」と訴えました。
今後の署名宣伝行動は、巣鴨駅前
で２月 日、３月 日（いずれも
時～ 時）に実施する予定です。
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