20141127第９回常任幹事会

第４４期第９回常任幹事会

報告

日時 2014年11月27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、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
18/30（下線は欠席）
議長：相川事務局次長
13：30～14：00 国民健康保険料の計算の仕方 寺川事務局長
14：00～16：00 第９回常任幹事会
【会長あいさつ】突然の解散総選挙になりました。社保協の署名など宣伝行動でも大変反
応がいいと聞いています。今回の総選挙は国民の中でもなんで今なんだという声もありま
す。しかし、自民・公明に対峙する勢力がすくなすぎます。なんといっても奮闘し、私た
ちの要求を前進させていきましょう。

１、報告
※以下の報告を受け、確認しました。

１、活動報告
１０月
３１日(金)13：15～
13：30～
１１月
５日(水)14：00～
６日(木)15：00～
８日(土)13：00～
13：00～
１１日(火)10：00～
１２日(水)10：30～
12：15～
13：30～
18：30～
１５日(土)10：30～
１７日(月)10：00～
18：00～
１８日(火)12：00～
13：00～
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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
都退協総会
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
第１０回東京自治研第７回実委
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
全生連６０周年レセプション
消費税廃止東京各界連宣伝行動
オリパラ都民の会運営委員会
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13：45～
１９日(水)12：00～
14：30～
２０日(木)10：30～
15：30～
18：30～
18：30～
２１日(金)
２３日(日)15：00～
２５日(火)17：00～
２７日(木)13：00～
13：30～

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
東京都後期高齢者医療広域連合第２回定例議会傍聴
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
衆議院解散
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
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。

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４回運営委員会 １１月５日(水)14：00～ 資料①：１～２
②介護・認知症なんでも電話相談 １１月１１日(火)10：00～
③11.29国民大集会→延期
資料①：３～６

介護資料

（２）地域社保協会長会議の開催
日時
会場
参加

２０１４年１１月２３日(日)15：00～
東京労働会館５階地評会議室
渋谷、杉並、新宿、葛飾、清瀬、豊島（代理）
竹崎会長、寺川事務局長、相川次長、前沢常幹

（３）学習会講師、総会あいさつなど
①１１月 ６日(木)15：00～
②１１月１７日(月)10：00～
③１１月２０日(木)18：30～

都退職者協議会総会…寺川
東京土建独自国会行動・学習会…寺川
２０１５年度品川社保協総会・学習会…寺川

３、共闘団体報告
１）介護をよくする東京の会

介護資料

※③-イの「介護フォーラム2015」については介護をよくする東京の会を通じて東京社保
協も実行委員会に参加することを確認しました。
① 事務局会議 １１月２０日（木）18：30～
② 報告事項
11・11介護・認知症電話相談・・・東京は77本、全国205本
11/8介護全国集会 129人参加
緊急自治体介護アンケート 38自治体から回答
③ 今後の活動計画
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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を、引き続き各地
域で実施していくことを確認した。
イ、「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（12/19）で内容をつめていくことになった。
なお、東京社保協にも実行委員会への参加を呼び掛けることになった。
④ 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）に開催を予定して
いたが１月２９日（木）東京労働会館３階ＴＭＲで１８：３０から実施することを確
認した。
⑤ 次回事務局会議
１２月２６日（金）14：00～ 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
④
⑤

１１月度事務局団体会議
１１月の定例宣伝
消費税対都陳情
１２月の定例宣伝
次回事務局会議

資料①：７～９
１１月１８日（火）
１１月１８日（火）12：00～13：00 15人、200枚
１１月２５日（火）午後の財務委員会で審議
１２月１９日（金）12：00～13：00 大塚駅北口
１２月１９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

１１月１８日(火)13：00～

資料①：10～11

②メインスタジアムの解体工事入札は、不調のため１１月１５日以降に行われる予定。
メインスタジアムとなる新国立競技場は文科省主導だが、周辺の都市計画変更は、
国交省の管轄のため両省の摺合せが必要。
③１１月２０日にＩＯＣ報道官と面会し、要望書を手渡した
④１２月７日の東京自治研分科会で「オリパラ分科会」を開催
講演「オリンピックがめざすもの」内海和雄広島経済大学教授
報告「オリンピックと地方自治」末延渥史氏
⑤次回 １２月１９日(金)10：00～ 東京労働会館５階地評会議室
４）都民連第３回世話人会

資料①：12～17

①世話人会 １１月２０日(木)15：30～
②都議会第４回定例会日程
開会日 ２０１４年１１月２８日(金)
代表質問 １２月１７日(水)
一般質問
厚生委員会 １２月１９日(金)13：00
③都議会開会日行動→当面の課題で提案
④次回 ２０１５年１月９日(金)10：00～
５）都民生活要求大行動実行委員会第５回会議

閉会 ２０１４年１２月２５日(木)
１２月１８日(木)

資料①：18～19

①対都要請行動 １０月３０日(木) 9：30～17：30
２４団体９８人（述べ３２１人）が参加
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②２０１４年度の実行委員会は終了し、東京都との総括懇談は年明けに行います。２０１
５年度も実行委員会として要請行動に取り組みます。

４、会計報告

資 料 ① ： 20～ 24

１０月度の平均執行率は92.9％になります。１０月の収入は47,900円で累計11,938,783
円・執行率101.5％で予算を上回りました。その他収入は予算比190.8％で金額で190,783
円上回りました。支出は、635,877円で累計9,978,785円・執行率84.8％です。
「組織活動費」は年間支出予定は終了しました。「運動費」「運営費」は11月にも支出が
ありますが、活動費以外は予算内に収まる予定です。

２、協議事項
１、情勢の特徴
※以下の「情勢の特徴」の報告を受け確認しました。

（１）衆議院が解散、１２月２日公示、１４日投票
１１月２１日(金)に衆議院が解散され、１２月２日公示、１４日投開票で総選挙が行わ
れます。
１１月１８日に安部首相は記者会見で、来年１０月の消費税率１０％への引き上げを先
送りし、２０１７年４月に１０％再増税を「確実に実施する」と明言しました。会見で、
消費税８％への増税が「個人消費を押し下げる重石となった」ことを認めたうえ、「来年
１０月から消費税を２％引き上げることは個人消費を押し下げデフレ脱却も危うくなる」
とし、「アベノミクスの成功を確かなものとするため、消費税率の１０％への引き上げを
１８カ月延期する」と述べました。１０％再増税を「再び延期することはない」と断言も
しました。そのうえで「私たちの経済政策の推進について、国民の皆さまの判断を仰ぎた
い」として、総選挙を実施するとしました。

（２）派遣法改悪案、２国会で連続廃案に追い込む
安倍政権が成長戦略の目玉に位置づけ、臨時国会では最大の対決法案とされた労働者派
遣法の大改悪法案は先の通常国会に続いて２度目の廃案となりました。世論と共同の前進
が勝ち取った廃案であり、今後の運動の足掛かりとなる成果です。
均等待遇原則の確立すらなく、低賃金の使い捨て労働をあたり前にする労働者派遣法の
大改悪法案は完全撤回すべきであり、通常国会に再提出することは断じて許されません。
また、今回の廃案を力に、働く人々や庶民を犠牲にして、グローバル大企業が世界で一番
活動しやすい国づくりをすすめる安倍「雇用改革」に反対する世論と運動をさらにひろげ
ていくことが求められています。
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（３）大差で翁長氏が沖縄知事に
任期満了に伴う沖縄県知事選が１１月１６日、投開票され、米軍普天間飛行場（宜野湾
市）の名護市辺野古への移設に反対する無所属新人の前那覇
沖縄知事選開票結果
市長翁長雄志（おながたけし）氏（６４）が、移設推進派で
翁長 雄志 360,820
三選をめざした現職の仲井真弘多（なかいまひろかず）氏
仲井真弘多 261,076
（７５）＝自民、次世代推薦＝ら３人を大差で破り、初当選
下地 幹郎 069,447
しました。同日選の那覇市長選も翁長氏の後継で無所属新人
喜納 昌吉
7,821
の前副市長城間幹子（しろまみきこ）氏（６３）が、元副知
事与世田兼稔（よせだかねとし）氏（６４）＝自民、公明推
薦＝を大差で破り、初当選しました。
また、沖縄県知事選で保守・革新の立場を超えて翁長雄志氏の勝利へ共同した県内の各
党や元自民党の那覇市議会・新風会などが会合を開き、総選挙で知事選の枠組みを重視
し、名護市辺野古への新基地建設反対の候補を各小選挙区で支援することを決めました。
会合では、１区で日本共産党の赤嶺政賢、２区で照屋寛徳(社民)、３区で玉城（たま
き）デニー(生活)の現職各氏を支援し、対立候補を擁立しないことを確認。４区について
は選考委員会を立ち上げて候補者を絞り込み、辺野古・新基地反対を堅持する候補を無所
属で擁立します。

（４）後期高齢者医療保険料の特例軽減廃止での東京へ影響
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し、全国で約865万人が負担増
になる事は前回報告した通りです。
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。
東京での影響については、東京都広域連合議員の安斉議員（多摩市）を通じて得た広域
連合の資料を基に表を作成しました。

東京都広域連合での保険料特例軽減の対象人数
2014年10月1日現在
被保険者均等割軽減

所得割軽減

元被扶養者

賦課人数

約１３６万人

９割軽減

8.5割軽減

５割軽減

９割軽減

約27.7万人
（20.4％）

約19.7万人
（14.5％）

約12.8万人
（9.4％）

約7.7万人
（5.7％）

特例軽減
対象者

約67.9万人
（49.9％）

出典：東京都後期高齢者医療広域連合議会資料より
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（５）生活保護利用者の暮らし緊急アンケートを実施
生活保護問題対策全国会議では、１０月に、来年４月に予定されている第３段目の生活
扶助基準引き下げ、また現在審議されている住宅扶助基準並びに冬季加算引き下げについ
て、生活保護利用者の声を反映した制度改革となるよう、緊急アンケートを行いました。
アンケートの結果は、消費税増税により「生活が苦しくなった」世帯７２％、節約はほ
ぼすべての費目に及ぶものの特に節約している費目は「食費」３５％・「水光熱費」１
５％と、生活の根幹に関わる費目について切り詰めた生活を強いられていることが判明し
ました。また、「物価が上がった」と感じる世帯は８６％にも及び、一般世帯に比べて物
価上昇の影響を受けやすい実態が明らかになりました。
昨年８月、今年４月に生活保護基準が連続して引き下げられ全国で１万２千人を超える
人が不服審査請求を行いました。その後、基準引き下げを不服とした裁判が16道県で３２
７人が原告となって提訴されました。準備を含めると１９道府県で５５８人になります。
（１１月２４日現在）
資料①：25
アンケート結果は別紙

２、当面の重点課題
※当面の重点課題の提案を受け、討議を経て了承、通常国会に向けて大運動を進めてい
く事を確認しました。

（ 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 １１月２５日現在 １０，７４８筆 資料①：26
② 都議会厚生委員会 １２月１９日(金)13：00～
１２時から議会棟２階で受付
社保協提出の陳情と共産党都議団提出の条例案の審査が行われますので、傍聴をお
願いします。

（２）２０１４年度自治体アンケートの実施

資 料 ① ： 27

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。
１１月２５日現在１７区２１市４町村から回答が寄せられています。未回答の自治体には
１１月１８日に再度要請を行いました。

（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２５日(木)
開会日行動のスケジュール
11：35
都庁第１庁舎ロビー集合
11：45～ 都知事要請（政策企画局総務部）
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
※担当課長が会議のため、昼集会直前の要請となりました。そのため、会派要請は
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行いません。
③ 都知事要請書

資料①：28～29

（４）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
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）東京独自の署名の取り組み

別紙

第８回常任幹事会後、東京土建本部と協議した結果、請願項目に東京土建独自要求項目
「国保組合の現行補助制度を守り、国保組合の育成強化をしてください。」を加え、東京
社保協と東京土建の連名で東京独自署名とすることを確認しました。
東京独自署名の扱いについては、中央社保協事務局長とも相談し、確認をとってありま
す。東京土建では来年１～２月にかけて組合員の２倍目標で全支部で取り組むことを中央
執行委員会で提案する予定です。
また、署名ハガキ付チラシについても土建でポケットティッシュを用意して１０万部活
用することになりました。
加盟団体では、東京独自署名と中央社協署名のどちらを取り組むかを選択してくださ
い。集約はどちらの署名も同様に行います。
①

Ａ４版署名用紙…土建１２万５千部、東京社保協２万５千部で合計１５万部作成しま
す。費用は按分します。地域社保協には一定枚数を無料で送付します。
② 署名ハガキ付チラシ…受取人払いで、土建１０万部、東京社保協８万部で合計１８万
部作成し、無料で地域に送付します。土建は１０万個のポケットティッシュを準備しま
す。地域社保協ではポケットティッシュは各地域・団体で手配してください。１２月３
日発送で各地域社保協に１千部を送付します。
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③

その他の宣伝物…宣伝行動用スポット（送付済）
、流し用のスポット（送付済）、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）「安全・安心の医療・介護大運動全国交流集会」
日時
会場
内容

２０１４年１２月２２日～２３日（月・祝）
愛知労働会館
①学習講演「情勢と社保協の役割、期待」（仮題）、②基調報告、③分科会及び分散
会、④報告「最新の国保都道府県単位化情勢」
・神奈川自治労連 神田敏文氏

５）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。

（５）介護改善の取り組み

介護資料

①

介護保険「改正」と第６期事業計画策定にむけて、引き続き、各自治体との懇談及び
議会への陳情・請願に取り組みましょう。
② 介護をよくする東京の会、２０１４年度総会を１２月１５日に予定していましたが、
総選挙及び記念講演の講師の都合により、来年の１月２９日（木）の１８：３０から東
京労働会館３階の東京民医連会議室で開催することになりました。
③ 「介護フォーラム2015」開催にむけて、東京社保協として実行委員会に参加します。

（６）その他の諸集会・講演会など
１）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
２）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！」
講師・渡辺治一橋大学名誉教授
午後・１６の分科会

３、東京社保協加盟の承認

資 料 ① ： 30～ 32

※加盟を承認し、常任幹事会への傍聴も同意しました。
「東京の保健・衛生・医療の充実を求める連絡会」から東京社保協への加入申し込みが
出されました。「連絡会」は東京社保協加盟の団体などで構成し、都民医療、都立病院の
拡充などの運動をすすめています。加入の承認をお願いします。
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なお、「連絡会」事務局から常任幹事会の傍聴の希望が出されていますので、常任幹事の
みなさんの同意があれば、次回から傍聴を認めます。

４、第４５回東京社保協総会にむけて
１）開催日
日時
会場

２０１５年３月１日(日) 10：00～16：00
けんせつプラザ東京（東京土建本部） ５階

２）２０１４年度繰越金処分案と２０１５年度予算案について
会計の締め日が11月30日のため、第10回常任幹事会（12月25日）に提案します。
３）総会議案について
第１０回常任幹事会（１２月２５日）に第１次案（骨子）を提案します。
４）第４５期役員の推薦について
現在役員を選出している団体・地域に推薦依頼を行います。

５、要請事項、その他
（１）学習会講師、総会あいさつなど
①１１月２９日(土)13：30～ 清瀬社保協「介護問題シンポジウム」…相川
②１１月２９日(土)17：00～ 千葉県社保協２０周年記念レセプション…寺川
③１２月１６日(火)10：00～ 東京土建本部社保対部会学習会…寺川
④２０１５年１月２１日(水)10：00～ 東京土建本部社保対部会学習会…寺川
⑤ ２月１６日(月)18：30～ 港社保協総会・学習会…

（２）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）
１１月
２８日(金)11：45～ 都議会第４回定例会 都知事・会派要請行動
12：15～ 都議会開会日昼集会
15：00～ 中央社保協第４回代表委員会
２９日(土)10：30～ 「守れ！国民のくらし、いのち、平和11.29大集会・大行動」宣
伝
12：00～ 同集会、国会請願デモ、国会包囲行動
延期
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
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２日(火)
衆議院総選挙公示日
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」
12月22～23日に延期
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
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)
衆議院総選挙投・開票日
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
１６日(火)12：00～１８日(木)12：00 都老協座り込み
１７日(水)18：30～ 第１０回東京自治研第８回実行委員会
１９日(金)10：00～ オリパラ都民の会運営委員会
12：00～ 消費税廃止東京各界連宣伝行動
13：00～ 都議会厚生員会
13：45～ 消費税廃止東京各界連事務局会議
２２日(月)～２３日(火) 中央社保協「安全・安心の医療・介護を実現する大運動全国
交流集会」
２５日(木)13：30～ 東京社保協第１０回常任幹事会
都議会第４回定例会閉会日
２６日(金)14：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議
２０１５年１月
９日(金)10：00～ 都民連第４回世話人会議
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
２日(日)10：00～ 中央社保協全国代表者会議
２６日(木)13：30～ 東京社保協第１２回常任幹事会
３月
１日(日)10：00～ 東京社保協第４５回総会
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