20140925第７回常任幹事会

第４４期第７回常任幹事会

報告

日時 2014年９月２５日(木)13：30～
会場 東京労働会館５階地評会議室
出欠：竹崎、松本、中村、南條、堀口、高柳、福井、寺川、相川、塚本、小嶋、小形、
深沢（代）、西銘、金澤、斎藤、杉山、植松、平井、北川、佐田、酒井、水上、坂本、
金子、西川、吉野、岡本、森松、前沢
15/30（下線は欠席）議長：塚本事務局次長
※福祉保育労東京地本は任務変更で國米さんから平井さんに交代します
13：30～14：00 「年金者一揆・２０万請願運動」の取り組み 年金者組合都本部
14：00～16：00 第７回常任幹事会
【会長あいさつ】9月23日中央社保協の集会に参加してきました。話を聞けば聞くほど落
ち込む様なひどい状況です。学習した中身からいかに活力を持って運動を進めていくかが
大切です。臨時国会、来年の通常国会に向けて運動を組み立てていきたい。地域社保協の
足腰を強め、自治体を巻き込んだ運動をつくって行きましょう。

１、報告
※以下の報告を受け討議し承認しました。

１、活動報告
８月
２９日(金)10：30～ 都民要求実現大行動第３回実行委員会
３１日(日)09：30～ 福祉保育労東京地本第３５回定期大会
９月
１日(月)10：00～ 厚生労働者レクチァー
３日(水)14：00～ 中央社保協第２回運営委員会
４日(木)14：00～ 中央社保協関東甲ブロック事務局長会議
５日(金)13：00～ 生存権裁判を支える東京連絡会
15：00～ 都民連第１回世話人会
１０日(水)17：30～ 中央社保協第３回代表委員会
１１日(木)10：30～ 東京民医連「講師要請講座」
１２日(金)～１３日(土) 第２８回日本高齢者大会
１５日(月・祝)13：00～ 「住宅扶助基準と冬季加算の削減を許すな」シンポ
１６日(火)16：00～ 「70～74歳の窓口負担１割継続を求める陳情」署名提出
１７日(水)10：00～ 都議会第２回定例会「都知事・各会派要請行動」
12：15～ 都議会第２回定例会開会日昼集会
14：00～ 中央社保協加盟団体訪問行動
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１８日(木)12：00～ 消費税廃止東京各界連大塚駅前宣伝
13：45～ 消費税廃止東京各界連事務局会議
１９日(金)18：00～ 介護をよくする東京の会第１３回事務局会議
19：30～ 江戸川社保協「医療介護総合法」学習会
２０日(土)15：00～ ２０１４年度杉並社保協総会
２２日(月)16：00～ 東京自治研究集会基調報告起草委員会
18：30～ 東京自治研究集会プレ企画「道州制学習会」
18：30～ 三多摩革新懇学習会
２３日(火・祝)13：30～ 「安心・安全の医療・介護を実現するシンポ」
２４日(水)18：30～ 第１０回東京自治研究集会第６回実行委員会
２５日(木)10：00～ オリパラ都民の会第８回運営委員会
13：30～ 東京社保協第７回常任幹事会

２、中央社保協、地域社保協の取り組みなど
（１）中央社保協

資 料 ① ： 1～ 9
①第２回運営委員会 ９月３日(水)14：00～
②第１回関東甲ブロック事務局長会議 ９月４日(木)14：00～
③安全・安心の医療・介護を実現するシンポ（安心の医療・介護大運動スタート集会）
９月２３日(火・祝) 13：30～
別紙資料

（２）学習会講師、総会あいさつなど
①８月３１日(日)09：30～
②９月１１日(木)10：30～
③９月１９日(金)19：30～
④９月２０日(土)15：00～
⑤９月２２日(月)18：30～
【メッセージ対応】
①９月１５日(月)10：00～

福祉保育労東京地本第３５回定期大会→寺川
東京民医連「講師要請講座」→寺川
江戸川社保協学習会→寺川
２０１４年度杉並社保協総会→寺川
立川革新懇学習会→相川
第７２回東京私教連大会

３、共闘団体報告
１）介護をよくする東京の会
①
②

資料③

事務局会議 ９月１９日（金）
今後の活動計画
ア、制度改正と第６期事業計画にむけて、各地域で自治体との懇談や要請、運営協議会
に向けた取り組みなどを行う
①要請ヒナ型資料 ②渋谷区、国分寺市の交渉結果
③東京都福祉保健局の厚労省老健局長への介護報酬等の緊急提言概要
イ、第６期計画や地域の取り組みに向けた、行政も巻き込んだ地域学習会を開催する。
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ウ、介護ではたらく仲間の全国交流集会 １１月８日（土）会場：東京セミナー学院
エ、介護・認知110番 １１月１１日（火）10：00～18：00 全労連3Ｆ会議室
※相談員８人組織（民医連含む）
オ、介護保険緊急自治体アンケートの実施 10月に実施する。
カ、民医連の新介護署名の取り組みに協力していくことを確認した。
キ、都民要求の都民要求実現大行動対都行動（10/30）に会として参加していく。
③ 介護をよくする東京の会総会の開催については１２月に実施することを確認した。
④ 次回事務局会議
１０月２０日（月）18：30～ 東京自治労連会議室
２）消費税廃止東京各界連絡会
①
②
③

９月度事務局団体会議
９月の定例宣伝
新署名について

④
⑤

１０月の定例宣伝
次回事務局会議

資料①：10～11

９月１８日（木）
９月１８日（木）12：00～13：00 20人、250枚
増税中止に向けて世論結集をはかる1000万署名に取り組む
※団体署名と個人署名（9月第1次、10月第2次集約）
９月１７日開会の都議会に10％増税中止の意見書提出の陳情
１０月２８日（火）12：00～13：00 大塚駅南口
１０月２８日（火）13：45～ 東京自治労連会議室

３）第８回2020オリンピック・パラリンピックを考える都民の会

資料①：12～13

①運営委員会 ９月２５日(木)10：00～
②第２回提言討論会「皆で考えよう東京オリンピック」
日 時
２０１４年１０月１１日(土)14：30～18：00
会 場
文京シビックセンター26Ｆスカイホール
問題提起 ①「東京オリンピックと開発」・岩見良太郎氏（埼玉大学名誉教授）
②「施設計画見直しについて」・あぜ上三和子（日本共産党都議会議員）
資料代 １０００円（学生５００円）
⑤次回
４）都民連第１回世話人会

資料①：14～18

①世話人会 ９月５日(金)15：30～ 東京労働会館５階地評会議室
シルバーパス学習会 講師・益子茂さん（文京区労協議長・文京区職労副委員長）
②都議会第３回定例会開会日行動 ９月１７日(水)12：15～ 都庁第１庁舎前
③次回 １０月２０日(月)15：00～
５）都民生活要求大行動実行委員会第３回会議

資料①：19

①対都要請行動 １０月３０日(木) 9：30～17：30 都庁第２庁舎１階ホール
09：45～11：55 介護、障害者、保育、年金・シルバーパス
13：00～13：30 生存権、都営住宅
13：30～13：55 まちづくり
13：55～14：20 スポーツ振興・オリンピック
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14：30～15：30 教育
15：30～15：55 平和
16：05～16：35 産業行政
16：35～17：30 労働行政
※当日午後は第８回常任幹事会があるため社保協は午前中のみ参加
②第４回会議 １０月１０日(金)10：30～
第５回会議 要請行動後に設定

６）生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
①幹事会 ９月５日(金)13：00～ 労働会館５回地評会議室
②当面の宣伝行動
９月２６日(金)16：00～17：00 台東区・上野駅不忍口
１０月２５日(土)16：00～17：00 品川区・大井町駅東急口
１１月２５日(火)17：00～18：00 杉並区・
③最高裁に向けた行動 １０月２０日(月)09：50～ 最高裁西門前集合
④学習決起集会 １０月１９日(日)13：30～ 全国家電会館５階
⑤次回 １０月１６日(木)10：30～

４、会計報告

資 料 ① ： 20～ 24

８月度の平均執行率は78.6％になります。７月の収入は10,929円で累計11,579,883円・
執行率98.4％になります。支出は、568,015円で累計8,429,663円・執行率71.6％です。
すでに報告済の総会費、分担金、調査活動、事務所費以外で平均執行率を上回る科目は
ＨＰ管理費ですが、ＨＰのリューアルのためにまとまった支出がされましたが、年間を通
じで予算内に収まります。予算を超過している総会費、事務所費以外の科目は年間を通じ
れば予算内に収まる予定です。

５、都議会第３回定例会開会日行動
日時
参加

資 料 ② ： 1～ ２

２０１４年９月１７日(水) 10：00～
都側・佐藤義昭都政策企画局総務部知事秘書担当課長
社保協・堀口副会長、坂本常幹、寺川事務局長、相川次長、小嶋次長
民医連・松岡さん、山田さん、都生連・佐々木さん、会員、障都連・市橋さん
都議会第３回定例会は、９月１７日(水)に開会されました。開会日当日は、１０時から
企画総務部の佐藤課長と面会し、要請書を手渡し、口頭でも要請をおこないました。
今回の要請では、特に７０歳に到達した方の医療費窓口負担２割への引き上げに対する
都独自の助成制度の創設、生活保護法改正に伴う福祉事務所での対応、生活保護基準引き
下げに伴う就学援助受給対象から外された家庭の実態調査と救済、シルバーパスの拡充、
障害者権利条約批准に伴って都として障害者雇用の改善を強く求めました。知事本局への
要請後、議会各会派に要請しました。
１２時１５分からは都庁第１庁舎前で集会を開催し、各地域・団体から約３００人が参
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加しました。

２、協議事項
※以下の情勢報告を受けました。

１、社会保障をめぐる情勢の特徴
１）認知症が原因で身元不明で施設に保護３５人
厚生労働省は９月１９日、認知症が原因で徘徊（はい
かい）するなどし、身元が分からないまま施設に保護さ
れている人が、今年５月末時点で全国に３５人いるとの
初の調査結果を発表しました。このうち６人が１０年以
上にわたり、身元が分からないままです。
認知症の３５人は男性２４人、女性１１人で埼玉、千
葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、愛媛、福岡、沖
縄の計１０都府県で暮らしています。
病院にいる人が１０人、特別養護老人ホーム（特養）などの介護施設が１７人、救護施
設などが８人。推定年齢は６０歳未満１人、６０代が６人、７０代が１８人、８０歳以上
が１０人。保護期間は最長で３０年以上の人もいます。
行方不明者を捜すための情報共有などの取り組みを行っている市区町村は、全国の約６
割にとどまっていることも調査で判明しました。
全国の自治体が２０１３年度に把握した認知症の行方不明者は５，２０１人。このうち
発見されていない人は１３２人、発見されたが死亡していたのは３８３人。（東京新聞９
月２０日付より）
２）６５歳になると障害福祉が打ち切られる－きょうされんが調査

資料②：３～10

障害者総合支援法第７条にある介護保険優先原則のために、全国各地で障害のある人
が、本人の意思や選択権が考慮されることなく、６５歳を迎えると機械的に要介護認定を
受けることを強いられ、認定された要介護度ごとに定められた介護保険サービスが優先さ
れ、障害福祉の支援が制約されてしまうという事例が起こっています。
さらに、市町村によって解釈・実施に差異があり、そのため同じ障害や生活状況にあっ
ても、暮らしている場所によって福祉や介護の選択・利用に格差が生じているのです。
この件について、きょうされんが本年５月から７月におこなった緊急調査では、障害の
ある人の不利益や混乱の実態があきらかになりました。
３）年金改革議論で「短時間・低賃金労働者への厚生年金適用拡大」

資料②：11～12

社会保障審議会年金部会は９月１８日に第２４回部会を開催し、「公的年金制度の改革
論議」を本格スタートさせました。議論の中心テーは、昨年８月の「社会保障制度改革国
民会議報告書」に基づいて制定されたプログラム法での①支給開始年齢の引き上げ、②マ
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クロ経済スライドの強化、③短時間労働者への厚生年金加入条件の緩和の３つです。
この中で、③短時間労働者への厚生年金加入条件の緩和は、２０１６年１０月から①週
２０時間以上で勤務期間１年以上見込、②月額賃金８万８千円以上、③学生は適用除外、
④労働者が５０１人以上の企業、で適用が拡大しますが、対象者は２５万人程度に留まり
ます。今回の議論では、①月額賃金５万８千円以上に対象を広げて２２０万人を対象にす
る、②週労働時間、１年以上勤務、企業規模、学生の適用除外も外して対象を１２００万
人まで広げる議論です。
これは、現在第３号被保険者として年金保険料負担が発生しない低賃金労働者に対して
負担を強いるもので、年金財源確保の観点からのみの議論と言わざるを得ません。

４）２０１４年度地域別最低賃金の改定状況

資料②：13～14

第４２回中央最低賃金審議会で２０１４年度の地域別最低賃金の改定の目安が出されま
した。加重平均で１６円の引き上げ、東京は１９円引き上げで時給８８８円となります。
現時点で生活保護基準とかい離のある北海道、宮城、東京、兵庫、広島の都道県も答申通
りに引き上げられればかい離が解消することになりますが、東京で最低賃金でフルタイム
（週４０時間×４週）で働いても月額142,080円です。ここから所得税・住民税、社会保
険料などを差し引いた可処分所得は生活保護基準を下回る可能性が高いといえます。

２、当面の重点課題
※課題の提起を受け、討議を経て承認しました。社保協の大運動では東京での集会など
を今後検討することになりました。

（ １ ）「 70～ 74歳 高 齢 者 の 医 療 費 窓 口 1割 負 担 存 続 へ 緊 急 助 成 を 求 め る 」
陳情
① ９月２２日現在 ３，２２５筆
資料②：15
② 署名はがき付チラシを積極的に活用して宣伝に打って出ます
③ 署名の提出
第1次提出日 9月16日（火）
１０月３日の第３回定例会最終日の本会議で全議員に資料として配布され、厚生委
員会に付託されます。厚生委員会は、１１月中旬に開かれる予定です。そのため、署
名は１０月下旬に第２次分を提出し、最終提出は厚生委員会の前日とします。（前回常
幹では第４回定例会の前日としていましたが、日程が早まりました）
④ 都議会各会派に懇談・要請を申し入れます。

（２）シルバーパス改善に向けて

別紙資料

別紙の要請書ひな形を作成しました。地域社保協として地元選出都議会議員への要請を
行います。資料として自治体のコミュニティバス事業の実施状況とシルバーパス利用可否
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の一覧、「政令指定都市高齢者優待乗車証制度の実施状況（仙台市作成）」を添付してあり
ます。
コミュニティバスでのシルバーパス利用可能自治体は、荒川区と八王子を除いて民間路
線バスの初乗り運賃に対応しているものに限定しています。
政令指定都市での本人負担は介護保険料所得段階や所得状況によって細かく段階が分か
れているところが大半ですし、年間２万円を超える料金の自治体はありません。

（３）生活保護基準引き下げによる就学援助打ち切りの実態調査と救済
措置を求める
資 料 ② ： 16～ 19
７月２５日に行った都教育庁に対する要請に対する回答が９月３日付で届きました。回
答内容は、私たちの出した要請内容に何一つ答えないものでした。
９月１６日に共同要請を行った、東京社保協、東京民医連、福保労東京地本の三団体
（都生連は都合で欠席）で打ち合わせを行い以下の確認をおこないました。
① 今回の回答では到底承服できないので再度要請書の提出、面会を求める。
② 回答にあるように各区市町村に問い合わせろということであるなら、各区市町村に対
して、誠意を持って回答するように通知を出すことを要求する。
③ 再要請に対する回答が不十分であれば、私たちの要請と一致する会派の協力を得て、
議員を交えた要請行動を行う。

（４）国保改善に向けて
１）２０１４年度自治体アンケートの実施

資料②：20～27

今年で５回目になる自治体アンケートを１０月に実施します。調査票について訂正、追
加など９月３０日までに事務局にＦＡＸ、メールで下さい。
２）中央社保協「国保改善全国交流集会」の開催
日程
会場

２０１４年１２月７日（日）～８日（月）
愛労連会館

（５）中央社保協「安全・安心の医療・介護を実現する大運動」
中央社保協は９月２３日にエデュカス東京で全国から２２０人が参加して、「医療・介
護大運動スタート集会」を開催し、学習・交流と大運動に向けた意思統一を行いました。
１）実施要綱、新署名、学習パンフ
別紙
２）いのちまもる・憲法いかす10.23国民集会
日時
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会場
主催

日程

日比谷野外音楽堂
「いのちまもる・憲法いかす10.23国民集会」実行委員会
呼びかけ人：伊藤真美医療法人社団花の谷クリニック院長、川島みどり日本赤
十字看護大学客員教授、本田宏済生会栗橋病院院長補佐
12：30～13：00 ザ・ニュースペーパー
13：00～14：20 集会
14：30～
国会請願デモ

３）東京社保協としてのとりくみ
① １０月末までは、「70～74歳」陳情を優先的にとりくみ、その後新署名に集中しま
す。署名用紙は、東京社保協で一定枚数を買い取り、地域社保協に無料で送付しま
す。署名用紙は、組織内で活用します。ハガキ付チラシは中央社保協作成のものは切
手を貼る方式ですので、東京社保協独自に受取人払いのハガキ付チラシを作成し、地
域社保協での宣伝用に送付します。
② 学習用パンフレットは、注文をとり、1部１００円で頒布します。各団体・地域社保
協での学習に活用してください。
③ 医療・介護が受けられない、高すぎる国保料(税)で支払いができないなどの相談、
実態を東京社保協事務局に集中してください。寄せられた実態を各団体・地域に返し
自治体要請などに活用します。
④ 自治体や議会への要請、請願・陳情を各地でとりくみ、「地域に必要な医療・介護の
体制は自治体が責任を持て」「住民とともに国・都に対して必要な財政措置を行え」の
運動を広げます。
⑤ 来年はいっせい地方選挙です。年末から来春にかけて地域での学習・宣伝を旺盛に
展開して、住民要求を掘り起し、「安全・安心の医療・介護」「高すぎる国保料(税)の
引き下げ」などを選挙の争点にさせていきましょう。

（６）第１８７臨時国会開会日行動
今国会は、安倍暴走政治のもとで、苦しみが加速する国民生活の実態を背景に、社会保
障総改悪阻止をはじめ、消費税１０％増税反対、労働法制改悪阻止、ＴＰＰ交渉からの離
脱、原発再稼働の断念など、政府に迫り、「戦争する国」づくりを押し進める安倍政権に
国民の要求と怒りの声を突きつける重要な国会です。
１１月の沖縄県知事選挙をはじめ、いっせい地方選挙に住民要求を集結し、選挙勝利を
見すえながら、国民的な要求実現運動をつくりあげていきましょう。
第１８７臨時国会の国会開会日行動は、従来の三者（国民大運動実行委、安保破棄中央
実行委、中央社保協）がしっかりと結集し、１１月２９日に予定されている国民大集会の
成功も見据え、より幅広い結集をめざして開催することになりました。
東京社保協は、以下の通りに、国会開会日行動に結集します。
【９月２９日 第１８７回臨時国会開会日行動】
12：00～13：00 国会前行動
参議院議員会館前から国会図書館の周辺に集合
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13：15～
14：00～15：00

ヒューマンチェーン 13：15～
安倍政権の暴走政治ストップ！9.29院内集会
衆議院第１議員会館第１会議室
官邸前行動

18：30～20：00
【官邸前行動】
日時 ９月２９日(月) 18：30～20：00
場所 官邸前
【臨時国会期間中の国会行動（予定）】
10月15日（水）、10月29日（水）／11月12日（水）、11月26日（水）
時間 12：15～13：00
場所 衆議院第２議員会館前歩道

（７）年金引き下げ反対のとりくみ
①年金者組合２０万個人請願運動への協力

②10.17年金者一揆
日時
会場
日程

２０１４年１０月１７日(金)
日比谷野外音楽堂
11：00～ 請願署名提出行動
12：30～ 中央集会
14：10～ 銀座デモ

12：30～

（９）東京社保協諸会議の開催
１）第２回地域社保協事務局長会議の開催
以下の日程、議題で地域社保協事務局長会議を開催します。事務局長の出席が困難な場
合は代理（事務局次長など）の方の出席をお願いします。別途事務連絡も行います。
日時・会場
・多摩地域……１０月２日（木）13：30～16：00 地域保健企画ビル２階
（立川、１階が錦町薬局 立川市錦町1-17-15）
・２３区地域…１０月３日（金）13：30～16：00 東京労働会館５階会議室（大塚）
議題 ①７０～７４歳の助成制度の陳情、②シルバーパス拡充、③「安心・安全の医
療・介護大運動」、④就学援助問題、⑤地域社保協の交流、その他
出欠の報告
出席…昭島、小平、西東京、八王子、町田、三鷹、品川、新宿、豊島、中野、港
欠席…清瀬、荒川、江戸川、北、江東、墨田、台東、
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２）第４４期地域社保協会長会議（交流会）の開催
日時 ２０１４年１１月２３日(日) 15：00～
会場 東京労働会館５階地評会議室
内容 ①社保協「安全・安心の医療・介護大運動」の意思統一、②活動交流
※開催通知は、各社保協会長に案内を送ります。
※進行は福井副会長が行います。
※会議終了後に交流会を予定します。
３）第８回常任幹事会の日程変更
第６回常任幹事会で、第８回常任幹事会の日程を１０月３０日に変更しましたが、開催
時間を午後１時半と確認しました。その後３０日が都民要求実現大行動実行委員会の対都
要請行動日に確定しましたので、常任幹事会前段のミニ学習会を中止し、午後２時からの
開会とします。
変更後の日程 １０月３０日（木）14：00～ 東京労働会館５階地評会議室

３、要請事項、その他
（ １ ）「 東 京 の 保 健 ・ 衛 生 ・ 医 療 の 充 実 を 求 め る 連 絡 会 」 主 催 シ ン ポ と
署名の協力
① 医療シンポジウム「10.4東京の医療これからどうなるの」
日時 ２０１４年１０月４日(土) 13：30～
会場 文京区民センター３階Ａ会議室
内容 ①基調講演「東京の医療の今後 医療介護推進法が動き始めて」
講師：前沢淑子中央社保協事務局次長
②現場からのレポート
・医療現場の状況・開業医の立場から 中村洋一中村診療所所長
・東京の介護の実態 新井あつ子葛飾やすらぎの郷施設長
② 「だれでも、安心して医療を受けることができる都民医療の充実を求める署名」
別紙署名用紙にあるように請願項目は、社保協の要求と一致しますので、署名に協
力します。署名用紙ができた時点で常任幹事会で集約すると同時に加盟団体・地域に
送付して集約します。

（ ２ ） 横 田 基 地 も い ら な い ！ 10.25市 民 交 流 集 会 へ の 協 力
日時
会場
内容
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２０１４年１０月２５日(土) 10：00～
福生市民会館大ホール（ＪＲ青梅線・牛浜駅下車５分）
10：00～ ＤＶＤ「辺野古・高江のたたかい」「横田基地もいらない！＃２」
13：00～ 和太鼓演奏
メイントーク「横田基地で進む日米軍事一体化」
話し手：内藤功弁護士
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（３）第１０回東京自治研究集会の日程
日時
会場
内容

２０１４年１２月７日（日） ９：30～16：30
明治大学リバティタワー（御茶ノ水駅下車３分、神保町駅下車５分）
午前：記念講演「安倍政権の改憲をはばみ、憲法をいかす日本と東京を！」
講師・渡辺治一橋大学名誉教授
午後：16の分科会

（４）学習会講師、総会あいさつなど
①１０月 ４日(土)10：00～
②１０月 ４日(土)14：00～
③１０月 ５日(日)10：00～
④１０月 ７日(火)13：30～
⑤１０月１０日(金)18：00～
⑥１０月１２日(日)10：00～
⑦１２月１６日(火)10：00～
【メッセージ対応】
① ９月２８日(日)10：00～
②１０月１７日(金)18：30～
③１０月１９日(日)10：00～

第２回こまえ社保協総会・学習会…寺川
練馬社保協総会・学習会…寺川
渋谷母親大会分科会助言者…相川
都退協北多摩西支部学習会…相川
第１８回日野社保協総会…寺川
都生連第５２回定期大会…寺川
東京土建本部社保対部会学習会…寺川
東京地評第１３回定期大会
山梨県社保協第１９回総会
東京自治労連第２６回定期大会

（５）当面の日程（現在決まっている日程・予定含む、都合で変更もあ
ります）
９月
２５日(木)～２７日(土) 第４２回中央社保学校
２６日(金)16：00～ 生存権裁判を支える東京連絡会宣伝行動
２８日(日)10：00～ 東京地評第１３回定期大会
２９日(月)12：00～ 第１８７臨時国会開会日行動
１０月
１日(水)14：00～ 中央社保協第３回運営委員会
２日(木)13：30～ 第２回多摩地域社保協事務局長会議
３日(金)13：30～ 第２回２３区地域社保協事務局長会議
４日(土)10：00～ 第２回こまえ社保協総会・学習会
13：30～ 医療シンポ「10.4東京の医療これからどうなるの」
５日(日)09：30～ 渋谷母親大会
７日(火)13：30～ 都退協北多摩西支部学習会
１０日(金)10：30～ 都民要求実現大行動第４回実行委員会
18：00～ 第１８回日野社保協総会
１１日(土)14：30～ オリパラ都民の会「第２回提言討論会」
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１２日(日)10：00～
１５日(水)12：15～
15：00～
１６日(木)10：30～
１７日(金)12：30～
１９日(日)13：30～
２０日(月)09：50～
15：00～
18：30～
２３日(木)12：30～
２４日(金)15：00～
２５日(土)10：00～
16：00～
２８日(火)12：00～
13：45～
２９日(水)12：15～
３０日(木)09：30～
14：00～
３１日(金)
１１月
５日(水)14：00～
１１日(火)10：00～
１２日(水)12：15～
２３日(日)14：30～
２６日(水)12：15～
２７日(木)13：30～
２９日(土)

都生連第５２回定期大会
国会昼集会
社会保障誌編集委員会
生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
年金者一揆２０１４
生存権・学習決起集会
生存権裁判を支える東京連絡会最高裁要請行動
都民連世話人会
介護をよくする東京の会事務局会議
いのちまもる、憲法いかす10.23国民集会
社会保障誌編集委員会
横田基地もいらない！10.25市民交流集会
生存権裁判を支える東京連絡会宣伝行動
消費税廃止東京各界連大塚駅宣伝行動
消費税廃止東京各界連事務局会議
国会昼集会
都民生活要求大行動実行委主催の対都要請
東京社保協第８回常任幹事会（１０月２３日から日程変更）
東京高齢者のつどい
中央社保協第４回運営委員会
「介護・認知症相談会」
国会昼集会
２０１４年度地域社保協会長会議（交流会）
国会昼集会
東京社保協第９回常任幹事会
「戦争するくにづくり阻止、安倍内閣早期退陣を求める国民大行
動」（仮称）
第５回地域医療を守る運動全国交流集会

３０日(日)10：00～
１２月
３日(水)14：00～ 中央社保協第５回運営委員会
７日(日)～８日(月) 中央社保協「国保改善運動全国交流集会」
７日(日)09：30～ 第１０回東京自治研究集会
１４日(日)
東京母親大会
１６日(火)10：00～ 東京土建本部社保対部会学習会
14：00～ 中央社保協第２回関東甲ブロック事務局長会議
２５日(木)13：30～ 東京社保協第１０回常任幹事会
２０１５年１月
２２日(木)13：30～ 東京社保協第１１回常任幹事会
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２月
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下旬を目途に第４５回総会

