20141030第８回常任幹事会

第４４期第８回常任幹事会

報告

日時 2014年10月30日(木)14：00～
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、内村、福井、寺川、相川、阿久津、小嶋、小形、
深沢、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
16/30（下線は欠席）
議長：相川事務局次長
※東京地評は任務変更で塚本さんから阿久津光さんに交代します
※東京自治労連は任務変更で高柳さんから内村行則さんに交代します
14：00～16：00 第８回常任幹事会

【会長あいさつ】歳を取るということは、人間いろんな病気にもなります。安心して医療
が受けられる、社会保障の充実が大切だということを改めて訴えたいと思います。

１、報告
以下の活動報告、中央社保協運営委員会、共闘団体報告などを受け、了承しました。

１、活動報告
９月
２５日(木)13：30～ 東京社協第７回常任幹事会
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」
14：00～ 第１４回練馬社保協総会・学習会
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～
１６日(木)10：30～
13：00～
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～

都生連第５２回定期大会
国会昼集会
生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
10.23国民集会・巣鴨宣伝行動
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
都民連第２回世話人会
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）

２、中央社保協、地域社保協の取り組みなど
（１）中央社保協
①第３回運営委員会 １０月１日(水)14：00～
資料：1～14
②第４２回中央社保学校 ９月２５日(木)～９月２７日(土)

（２）地域社保協事務局長会議の開催
・多摩地域……１０月２日（木）13：30～16：00 地域保健企画ビル２階
参加：西多摩（宮田）、西東京（岡本）、八王子（橘田）、三鷹（曽田）、昭島（菊
池）、日野（岡田）
・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）
参加：板橋（星）、葛飾（吉野）、新宿（坪倉）、豊島（松崎）、中野（塚本）
・当日は、社会保障をめぐる情勢、「70～74歳陳情」の取り組み、シルバーパス改善運
動、国保アンケート・介護アンケート、「安全・安心の医療・介護を求める大運動」につ
いて、報告・提案を受けて、地域での取り組みの現状、東京社保協への要望、交流をおこ
ないました。
東京社保協への要望として、地域宣伝のグッズ（腕章、ブラスター）、社保協ののぼり
を作ってほしいとの声があり、来年度の予算編成時に検討することとしました。また、事
務局長会議の持ち方として夜でないと参加できないとの連絡もありましたので、開催時間
たんについて検討します。次回は総会前の１月を予定します。
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（３）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～
【メッセージ対応】
① ９月２８日(日)10：00～
②１０月１６日(木)
③１０月１７日(金)18：30～
④１０月１９日(日)10：00～
⑤１０月２４日(金)13：00～
⑥１０月２６日(日)13：00～

第２回こまえ社保協総会・学習会…寺川
第１４回練馬社保協総会・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
東京地評第１３回定期大会
第５３回新医協東京支部定期総会
山梨県社保協第１９回総会
東京自治労連第２６回定期大会
都庁職養育院支部第７８回定期大会
茨城県社保協第１５回総会

３、共闘団体報告
１）介護をよくする東京の会
①
②

事務局会議 １０月２０日（月）18：30～
今後の活動計画
ア、制度改正と第６期事業計画にむけて、各地域での自治体との懇談は、１０月２０日
現在１６自治体で実施しているが、引き続き、各地域で実施していくことを確認し
た。
イ、緊急自治体アンケートについては、１０月８日発送１０月末締切で、現在２６自治
体から回答。
ウ、介護ではたらく仲間の全国交流集会 １１月８日（土）会場：東京セミナー学院へ
の参加組織を強化していくことを確認。
エ、介護・認知症なんでも電話相談 １１月１１日（火）10：00～18：00
※相談員はのべ１３人組織している（民医連含む）朝日新聞が報道した。
オ、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。
カ、都民要求の都民要求実現大行動対都行動（10/30）の参加者を確認した。
キ、「介護フォーラム２０１５」を来年１月１１日（日）に全労連会館で実施すること
を確認し、引き続き、実行委員会で内容をつめていくことになった。
③ 介護をよくする東京の会総会の開催については１２月１５日（月）１８：３０～東京
自治労連会議室で実施することを確認した。（記念講演：安達智則氏・予定）
④ 次回事務局会議
１１月２０日（木）18：30～ 東京自治労連会議室
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２）消費税廃止東京各界連絡会
①
②
③
④
⑤

１０月度事務局団体会議
１０月の定例宣伝
署名について
１１月の定例宣伝
次回事務局会議

１０月２８日（火）
資料：15
１０月２８日（火）12：00～13：00 24人、300枚
※団体署名39、と個人署名500筆
１１月１８日（火）12：00～13：00 大塚駅南口
１１月１８日（火）13：45～ 東京自治労連会議室

３）第９回2020オリンピック・パラリンピックを考える都民の会運営委員会
①運営委員会 ９月２５日(木)10：00～
資料：16～17
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
参加 ７６人
③次回 １１月１８日(火)13：00～ 東京労働会館５階地評会議室
４）都民連第２回世話人会
①世話人会

１０月２０日(月)15：00～

資料：18～22

特別報告 都議会第３回定例会を終えて
②都議会第４回定例会日程（予定）
開会日 ２０１４年１１月２８日(金)
代表質問 １２月３日(水)
一般質問
③次回 １１月２０日(木)15：30～

曽根はじめ都議会議員
閉会 ２０１４年１２月１２日(金)
１２月４日(木)

５）都民生活要求大行動実行委員会第４回会議
①対都要請行動 １０月３０日(木) 9：30～17：30
②第５回会議 １１月２０日(木)10：30～

都庁第２庁舎１階ホール

６）生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
①幹事会 １０月１６日(木)10：30～ 東京労働会館５階地評会議室
②当面の宣伝行動 １１月２５日(火)17：00～18：00 杉並区・荻窪駅北口
③最高裁判所裁判長宛ての要請署名「生活保護の老齢加算廃止を違法とする判決を求める
要請書」に社保協としても協力します
④次回
１２月１２日(金)10：30～ 東京労働会館５階地評会議室

４、会計報告

資 料 ： 23～ 27

９月度の平均執行率は85.7％になります。９月の収入は311,000円で累計11,890,883
円・執行率101.1％で予算を上回りました。その他収入は予算比179.5％で金額で166,883
円上回りました。これは、地域・団体での学習会が旺盛に行われ、事務局が講師を務めた
ことによります。
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支出は、913,245円で累計9,342,908円・執行率79.4％です。すでに報告済の総会費、分
担金、事務所費以外で平均執行率を上回る科目は、中央社保協会議費で9月の支出は
115,084円で執行率96.2％、これは9月25日～27日の第42回中央社保学校の参加費・宿泊
費・交通費の支出のためです。緊急の会議がなければ支出予定は終了しました。出張費は
100％支出ですが、緊急の泊まりでの会議はなければ支出予定は終了しました。
宣伝費の支出201,889円のうち183,600円が「70～74歳陳情ハガキ付チラシ」の印刷代
で、他には署名用紙送料11,412円、署名の返信費用10,877円（149枚分）、差額の4,000円
はパンフの普及によるものです。活動費の42,700円は日本高齢者大会参加費・交通費・宿
泊費です。
総会費、幹事会費、東京社保学校、部会費、学習会費、出張費、事務所費、印刷費、備
品費は年間支出の予定が終了しています。

２、協議事項
※情勢について報告を受け、「非営利型ホールディングカンパニー」の動きについても
補足発言を受け全体で了承しました。

１、社会保障をめぐる情勢の特徴
１）紹介状なしでの大病院受診時の定額負担導入へ
厚生労働省は１０月１５日の社会保障審議会医療保険部会で、外来の機能分化をすすめ
るために、紹介状なしで大病院の外来を受診する場合の定額負担について提案しました。
今後、社保審医療保険部会で、①対象とする病院の機能・規模、②初・再診での対象と
金額（５千円と１万円の２案を提示）、③負担を求めないケース、④療養の給付と負担の
関係、の４項目について議論をまとめ、来年の通常国会で法案提出を狙っています。
２）介護要支援の有効期間の延長を狙う
１０月１５日の社会保障審議会介護給付費分科会は、要支
援者の自治体総合支援事業への移行に伴い、介護予防・日常
生活総合事業の要介護認定の有効期間を原則１２か月、上限
２４か月に延長する方針を了承しました。施行は２０１５年
４月１日で、これは、法改正でなく介護保険法施行規則の改
正になります。
現行の認定有効期間は原則６か月、上限１２か月ですか
ら、期間が倍になります。要支援２と要介護１は、判定基準
は同一で、体調などによって要介護１と要支援２の間をゆれ
るのが現実ですが、上記のように施行規則が変えられた場
合、一旦要支援２と判定されたら最長２年間は要介護１の認
定を受けることができなくなり、介護給付から外され続ける
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ことになってしまいます。
３）入院給食費の負担増を提案
厚労省は１０月１５日の社会保障審議会医療保険部会で、一般病床などの入院患者の食
費の自己負担を１食２６０円から４６０円にする案で検討に入り、年末までに結論を出し
て、来年の通常国会に医療保険制度改革関連法案に盛り込むことを狙っています。
４）特例軽減廃止で後期高齢者医療保険料が865万人負担増
厚労省は１０月１５日の社会保障審議会保険部会に、後期高齢者医療での保険料特例軽
減措置を段階的に廃止することを提案し、大筋で了承されました。
現在の特例軽減措置は、①本則７割軽減の均等割分は所得に応じて９割と8.5割に軽減
（570万人）、②所得割は年金収入153万～211万円を5割軽減に（145万人）、③被用者保険
の元被扶養者も均等割5割軽減を9割軽減に（174万人）、軽減対象者は約865万人が負担増
になります。これは、後期高齢者医療に加入する75歳上の高齢者15,489,921人（2014年7
月現在）の約６割にあたります。
５）特養ホームの相部屋代全額負担に
厚労省は、介護保険の対象で利用者負担が１割の特養ホームの
相部屋の部屋代について、２０１５年４月から保険給付から外し
て全額実費を徴収する案をまとめました。（個室は２００５年１０
月から全額自己負担を導入）
この案の対象者は住民税課税世帯が対象です。年金収入１５５
万円以上の単身者の場合、実費負担は図のように部屋代１万５千
円増、光熱費など１千円増、部屋代の給付が減る分利用料１千円
減となり、現行７万９千円の負担が９万４千円になります。
厚労省は、月５万円以上の部屋代の個室もあるのでバランスを
取るためと説明していますが、６月１８日成立した「医療・介護
総合法」で来年度から特養対象者を要介護３以上に限定する上、
収入によって利用料を２割に引き上げ、補足給付の厳格化など負
担増をすすめています。これでは、特養入所が必要な方も負担に
耐えられず入所をあきらめる「介護難民」が続出することが懸念
されます。
６）国保料（税）の賦課限度額上限の引き上げを狙う
厚労省は１０月１５日の社会保障審議会医療保険部会で、国保料（税）の限度額（現在
の限度額は、医療分・５１万円、支援分・１６万円、介護分・１４万円で合計８１万円）
を超える世帯が1.5％程度になるように賦課限度額を段階的に引き上げる方針を示しまし
た。
７）「患者申出療養」で混合診療拡大狙う
厚生労働省は、１０月２２日の中央社会保険医療協議会対して、患者の申し出によって
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未承認の医薬品や治療を認める「患者申出療養制度」を提案しました。これは、安倍内閣
が医療・製薬企業支援のため「成長戦略」に盛り込み、混合診療の例外として既存の「評
価療養（先進医療など）」、「選定療養（差額ベット、時間外療養費など）」と並ぶ３つ目の
仕組みとして来年の通常国会に法案提出を狙っています。
厚労省は「申請の対象は限定しない」と説明。自由診療が際限なく広がることが明らか
になりました。安全性や有効性については、診療の前例がない場合は国が６週間で判断、
前例がある場合は臨床中核病院が２週間で判断するものです。
８）国保組合の国庫補助廃止の方針
財務省は、１０月８日の財政制度等審議会（財務相の諮問機関）分科会で、所得水準の
高い国保組合への国庫補助を原則廃止することを提案しました。保険者の所得水準によっ
て合理的な水準に抑制する必要があるとの理由です。
全国１６４国保組合の１人当たりの市町村民税課税標準額を業種ごとに示し、最も所得
水準の高い医師・弁護士国保組合について国庫補助の原則廃止を求めています。
しかし、国保組合は国民健康保険法に基づいて運営されている公法人であり、定率補助
の原則廃止は、国民健康保険への国庫負担の削減を助長し、国保組合間の分断につながり
ます。現在の負担と給付の公平論では「高所得」の基準の引き下げが恣意的に行われる危
険もあります。

２、当面の重点課題
※各課題について、提案を受け、取り組みを強化し「大運動」を軸に活動をすすめるこ
とを承認、意思統一しました。

（ 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 １０月２９日現在 ７，２７３筆
資料：28
② 都議会厚生委員会 定例会前の委員会は１１月２７日(木)午後１時
定例会内での委員会は１２月９日(火)
共産党都議団では、条例提案を予定していますが、１１月２７日の場合は陳情のみ
の審査となります。現在厚生委員長と日程調整中ですので、審査日程の決定は１１月
上旬になるようです。決まり次第事務連絡でお知らせしますので、傍聴をお願いしま
す。なお、１１月２７日に陳情審査が行われる場合は、第９回常任幹事会の日程を変
更します。

（２）２０１４年度自治体アンケートの実施
１０月８日付で都内全自治体に調査票を送付し、回答指定日を１１月７日としました。
１０月２７日現在、江東区、立川市、青梅市、清瀬市、あきる野市、日の出町の６自治体
から回答が寄せられています。
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（３）都議会第４回定例会開会日行動
①
②

日程 開会１１月２８日(金)
閉会１２月１２日(金)
開会日行動のスケジュール
09：50
都庁第１庁舎ロビー集合
10：00～ 都知事要請（政策企画局総務部）
10：40～ 都議会各会派要請
12：15～ 昼集会（都庁第１庁舎前歩道） 都民連・社保協・地評共催
13：00～ 傍聴行動
③ 都知事要請書
資料：29～30
前回の要請書を常任幹事のみなさんに渡しますので、１１月２０日までに追加・訂正、
ご意見を事務局まで集中してください。

（４）第１８７臨時国会行動
①昼国会前集会
１１月１２日、２６日(水)
衆議院第２議員会館前

12：15～13：00

②厚労省交渉、院内集会
日時 １１月１２日(水) 10：30～
スケジュール
10：30～11：30 厚労省交渉（10：15 厚労省ロビー集合）
12：15～13：00 昼国会前集会（衆議院第２議員会館前）
13：30～14：40 「社会保障解体を許すな！消費税10％増税反対11.12院内集会」
会場 参議院議員会館講堂（13：15から入館カード配布）
主催 中央社保協、全日本民医連
15：00～
国会議員要請行動

（ ５ ） 守 れ ！ 国 民 の く ら し 、 い の ち 、 平 和 11.29大 集 会 ・ 大 行 動
ラシ別紙
日時 １１月２９日(土) 宣伝・10：30～
主催 呼びかけ人による実行委員会
参加目標 全体で２万人以上
１）宣伝行動

10：30～

・社会保障関連
・労働法制関連
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集会・12：00～

有楽町（責任・中央社保協）※場所の詳細はこれから
東京駅丸の内口（責任・全労連）

チ
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・消費税関連
新宿駅西口（責任・全商連）
・各団体独自宣伝 各団体・単産等での宣伝行動
２）スタート集会・国会請願デモ
会場 日比谷野外音楽堂
①首都圏中心（東京・埼玉・千葉・神奈川）
12：00～ スタート集会
12：40～ 国会請願デモ
13：40～ 国会包囲アピール行動
②首都圏以外
13：30～ スタート集会
14：10～ 国会請願デモ
３）暴走政治ストップ！国会包囲大集会
14：45～15：30

国会包囲大集会

（６）安全・安心の医療・介護を実現する大運動
１）自治体との懇談、議会請願・陳情
①

自治体に対して、介護保険第６期事業計画、総合支援事業の準備状況、国保都道府県
化などで懇談を行いましょう。
② ９月議会で請願・陳情を提出していない地域は、次回の議会（１２月議会）で「医
療・介護総合法撤回」「消費税１０％引き上げ中止」などの意見書提出、住民が安心し
て医療・介護を受けられるための請願・陳情などに取り組みましょう。
２）地域・団体での学習を旺盛に開催します
情勢の項であるように、厚生労働省や産業競争力会議などはプログラム法の具体化を加
速させています。また、自治体では、「医療・介護総合法」の具体化（総合支援事業の準
備など）の準備が来年度の予算審議に向けてすすめられます。
総合法の内容や来年通常国会に予定されている医療法改悪の内容などの学習を旺盛に展
開し、運動の力にしましょう。
社保協では、学習パンフレット「いつでも どこでも だれでも安全・安心の医療・介
護を」を作成しました。表紙をいれて８ページ立て、頒布５０円です。役員会の前に読み
合わせをするなど手軽で少人数でも学習会を開きましょう。
（送料は東京社保協が負担をします）
３）宣伝グッズを作成します
①

署名用紙…加盟団体・地域社保協に約１００枚送付しました。組織内での集約をお願
いします。
② 署名ハガキ付チラシ…受取人払いで１０万部作成し、無料で地域に送付します。ポケ
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ットティッシュは各地域・団体で手配してください。１２月上旬の予定。
当面地域には１千部送付します。地域の追加と加盟団体は注文書で受け付けます。チ
ラシ作成費用は、４５か所の地域社保協への送付料を含めて333,720円（税込）です。
支払いは1月以降です。受取人払いの金額は１枚73円ですので、来年度予算で一定額を
計上します。
資料：31
③ その他の宣伝物…宣伝行動用スポット、流し用のスポット、宣伝カー用の流しテー
プ、宣伝行動用のチラシを作成します。ブラスターは検討中です。
④ 全日本民医連が作成したチラシ２種類を貰いましたので、地域社保協に一定数送付し
ました。
４）宣伝行動
①１１月１９日(水) 12：00～ 新宿駅西口 ※中央社保協の行動に合流します
②東京社保協常任幹事会後に大塚駅前で（次回常幹以降）
③消費税廃止東京各界連の宣伝行動と合同で（事務局会議で相談し合意後）
④東京民医連、東京地評と相談して計画します
５）「安全・安心の医療・介護大運動全国交流集会」
日時 ２０１４年１２月７日～８日（日・月）
会場 愛知労働会館
内容 ①情勢学習、②国保都道府県化の現状（特別報告）、③基調報告、④介護分科会・
分散会
６）大運動推進のための集会を検討します
「安全・安心の医療・介護大運動」を東京で推進するため、社保協加盟の主な団体と打
合せを行ったうえで集会、シンポなどを具体化します。

（７）介護改善の取り組み
①自治体アンケート…回答指定日１０月末
②介護・認知症電話相談会
日時 １１月１１日（火）10：00～18：00
電話 ０１２０－８１５１５２

（８）社保協の諸会議
１）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。
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※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。
２）第３回地域社保協事務局長会議
日程 ２０１５年１月中下旬
時間 平日昼間は仕事のため参加できないという声も聴かれますので、２３区、多摩地
域でそれぞれ昼・夜での開催を検討します。
３）第４３回中央社保学校
２０１５年の第４３回中央社保学校は、関東甲ブロックでの開催が決まりました。具体
的には神奈川社保協が開催県となります。１２月のブロック会議で具体化をはじめます。
４）第４５回東京社保協総会
２０１５年２月下旬を目途に準備に入ります。

（９）その他の諸集会・講演会など
１）第２６回東京高齢者のつどい
日時 ２０１４年１０月３１日(金) 13：15～
会場 みらい座いけぶくろ（豊島公会堂）
資料代 ５００円
２）第１２回介護にはたらく仲間の全国交流集会
日時
会場

２０１４年１１月８日(土) 13：00～16：30
東京セミナー学院６Ｆ（豊島区西池袋5-4-6 東京三協信用金庫ビル）

３）第５回地域医療を守る運動全国交流集会
日時 ２０１４年１１月３０日(日) 10：00～16：00
会場 東京ビッグサイトＴＦＴホール
資料代 １，０００円
４）２０１４年東京母親大会
日時
会場

２０１４年１２月７日(日) 10：00～16：00
調布グリーンホール（京王線調布駅中央改札を出てすぐ）
講座・しゃべり場は調布市文化会館たづくり
参加協力券 一般２０００円、半日１５００円
５）第１０回東京地方自治研究集会
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（御茶ノ水駅下車徒歩３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！」
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講師・渡辺治一橋大学名誉教授
午後・１６の分科会
６）福祉国家構想研究会・公開研究会
①保障なき医療へ－医療供給体制・保険制度の大転換と医療の産業化
日時 ２０１４年１１月８日(土) 13：00～17：20
会場 全労連会館２階ホール
資料代 ５００円
内容 ①皆保険の解体 中村暁氏（京都府保険医協会）
②変貌する医療提供体制 岡崎祐司氏（佛教大学教授）
③成長戦略と医療の営利産業化 横山壽一氏（金沢大学教授）
②大国への執念－安倍政権と日本の危機
日時 ２０１４年１１月１５日(土) 10：30～17：00
会場 中京大学名古屋キャンパス１号館６階163教室
資料代 １，０００円
内容 ①安倍政権の改憲・軍事大国の新段階と対抗する運動の課題
渡辺治氏（一橋派大学名誉教授）
②「富国強兵」型構造改革の矛盾と対抗 岡田知弘氏（京都大学教授）
③グローバル競争国家化に走る阿部成長戦略の国民的帰結
二宮厚美氏（神戸大学名誉教授）
④安倍政権の社会保障改革と労働改革 後藤道夫氏（都留文科大学名誉教授）
※地域での講師活動を発展させるために寺川事務局長、相川次長を派遣します。

３、要請事項、その他
（１）東京都寄宿舎連絡会からの署名の要請

資 料 ： 32

寄宿舎連絡会は、東京都の障害児学校にある寄宿舎の舎生の保護者と教職員でつくる会
です。寄宿舎の教育条件の充実を求めて活動しています。
寄宿舎の廃止・統廃合の中止、寄宿舎の設置などを求めて都議会に請願するもので
す。社保協として趣旨に賛同し署名の協力を行います。

（２）２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会分担金
団体は１口３０００円ですので、１口で分担金を納めます。

（３）学習会講師、総会あいさつなど
①１１月１７日(月)10：00～
②１１月２０日(木)18：30～
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東京土建独自国会行動・学習会…寺川
品川社保協総会・学習会…寺川
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③１１月２９日(土)13：30～
④１１月２９日(土)17：00～
⑤１２月１６日(火)10：00～

清瀬社保協介護問題シンポ…相川
千葉県社保協２０周年記念レセプション…寺川
東京土建本部社保対部会学習会…寺川

（４）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）
１０月
３１日(金)13：15～
13：30～
１１月
５日(水)14：00～
８日(土)13：00～
13：00～
１１日(火)10：00～
１２日(水)10：30～
12：15～
13：30～
１５日(土)10：30～
１７日(月)10：00～
１８日(火)12：00～
13：00～
13：45～
１９日(水)12：00～
２０日(木)10：30～
15：30～
18：30～
18：30～
２３日(日)15：00～
２５日(火)17：00～
２６日(水)12：15～
２７日(木)13：00～
13：30～
２８日(金)10：00～
12：15～
15：00～
２９日(土)10：30～
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第２６回東京高齢者のつどい
社会保障誌編集委員会
中央社保協第４回運営委員会
第１２回介護に働く仲間の全国交流集会
福祉国家構想研究会・講演会
「介護・認知症なんでも電話相談会」
中央社保協・厚生労働省交渉
国会昼集会
院内集会・国会議員要請
福祉国家構想研究会・講演会in名古屋
東京土建独自国会行動・学習会
消費税廃止東京各界連宣伝行動
オトパラ都民の会運営委員会
消費税廃止東京各界連事務局会議
「医療・介護大運動」新宿西口宣伝行動
都民生活要求大行動実行委員会第５回会議
都民連第３回世話人会
介護をよくする東京の会事務局会議
品川社保協総会・学習会
２０１４年度地域社保協会長会議（交流会）
生存権裁判を支える東京連絡会宣伝行動
国会昼集会
都議会厚生委員会（陳情審査予定）
東京社保協第９回常任幹事会 ※厚生委員会開催の場合は常任幹
事会を変更します。
都議会第４回定例会 都知事・会派要請行動
都議会開会日昼集会
中央社保協第４回代表委員会
「守れ！国民のくらし、いのち、平和11.29大集会・大行動」宣
伝
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12：00～ 同集会、国会請願デモ、国会包囲行動
13：30～ 清瀬社保協介護問題シンポ
17：00～ 千葉県社保協２０周年記念レセプション
３０日(日)10：00～ 第５回地域医療を守る運動全国交流集会
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) 「医療・介護大運動全国交流集会」
７日(日)09：30～ 第１０回東京自治研究集会
10：00～ ２０１４年東京母親大会
９日(火)
都議会厚生委員会
１２日(金)10：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
１４日(日)
東京母親大会
１５日(月)18：30～ 介護をよくする東京の会総会・学習会
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
１７日(水)18：30～ 第１０回東京自治研第８回実行委員会
２５日(木)13：30～ 東京社保協第１０回常任幹事会
２０１５年１月
１１日(日)
介護フォーラム２０１５
２２日(木)13：30～ 東京社保協第１１回常任幹事会
２月
１日～２日（日・月） 中央社保協全国代表者会議（予定）
下旬を目途に第４５回総会
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