20160526第２回常任幹事会

第 46期 第 ２回 常 任 幹 事 会 報 告
日時 2016年５月26日(木)13：30～
会場 東京労働会館５階地評会議室
出欠：竹崎、井手口、丸山、（
）、岡村、椎橋、福井、西川、寺川、相川、阿久津、
石上、小形、深沢、西銘、星、斎藤、杉山、伊藤、植松、佐々木、中村、佐田、酒井、
水上、坂本、平間、吉野、岡本、森松、前沢
20/31（下線は欠席）議長：相川次長
13：30～15：20 第２回常任幹事会
15：30～16：00 大塚駅前宣伝
【会長あいさつ】本日、伊勢志摩サミットが開催されています。昨日のオバマ大統領との
会談では安倍首相は地位協定の見直しは一言もでなかった。もっともっと対等平等の国に
なってもらいたい。いよいよ参議院選挙です。同日選挙の可能性もあります。7月10日投
票と言われていますが、高校三年生は期末試験の時期と重なるので投票日も流動的です。
暑い夏に向かって、もっと熱く燃えなくてはならない。頑張っていきましょう。

１、報 告
※以下の報告を受け、確認しました。

１、活動報告
４月
３０日(土)13：00～
５月
１日(日)10：00～
11：00～
３日(火)12：00～
９日(月)15：00～
１０日(火)13：30～
１１日(水)12：15～
14：00～
１２日(木)13：00～
１３日(金)10：30～
15：00～
１４日(土)11：00～
１６日(月)14：00～
16：00～
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西東京社保協総会・学習会
医療介護大運動原宿駅前宣伝
中央メーデー
明日を決めるのは私たち平和といのちと人権を！5.3憲法集会
生存権裁判を支援する全国連絡会事務局会議
オリパラ都民の会運営委員会
国会前集会
中央社保協第10回運営委員会
社会保障・社会福祉は国の責任で・憲法２５条を守る共同集会
※3,500人を超える参加
都民連世話人会
生存権裁判を支援する全国連絡会代表委員会
医療介護大運動巣鴨地蔵通り入口宣伝（中央社保協と共催）
※ティッシュ2000個配布
生保引き下げ違憲裁判第１回口頭弁論
中央社保協組織財政検討委員会
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１９日(木)10：30～ 消費税廃止東京各界連絡会事務局会議
12：00～ 消費税廃止東京各界連絡会大塚駅前宣伝行動
18：00～ 都国保特調交付金要綱問題打合せ
18：30～ 戦争法発動させない！戦争する国許さない！安倍内閣は退陣を！
議員会館前行動
２０日(金)14：00～ 中央社保協関東甲ブロック事務局長会議
２１日～２２日（土・日） 生存権裁判を支援する全国連絡会第10回総会・交流会
２３日～２９日（月～日） 2016介護ウェーブ
２４日(火)11：00～ 介護なんでも相談会、巣鴨駅前宣伝行動
２５日(水)12：15～ 国会前集会
14：00～ ｢安倍政権打倒、戦争法廃止、国民要求実現緊急院内集会
２６日(木)13：30～ 東京社保協第２回常任幹事会

２、中央社保協、地域社保協の取り組み
（１）中 央 社 保 協
５月11日(水)14：00～
５月12日(木)13：00～
５月20日(金)14：00～

第10回運営委員会
資料：１～15
社会保障・社会福祉は国の責任で憲法25条守る共同集会
関東甲ブロック事務局長会議

（２）学 習 会 講 師 、総 会 あいさつなど
①４月30日(土)13：30～
②５月12日(木)18：30～

西東京社保協総会・学習会…寺川
豊島社保協総会・学習会…相川

３、共闘団体報告
１）介護をよくする東京の会
①事務局会議 4月11日（月）18：30～
②介護事業所アンケートは、この間14地域で実施し大田でも計画中。
③今後の活動計画
ア、引き続き、各地域での自治体への要望・懇談を重視して実施していく。
イ、共産党都議団との懇談を5月連休明けに設定していく
ウ、介護フォーラムを10月1日（土）ラパスホールで開催することを確認した。
④次回事務局会議 5月27日（金）18：30～自治労連4階会議室
２）消費税廃止東京各界連絡会
①事務局会議

5月19日(木) 10：30～ 自治労連会議室
◎全国各界連アピール読み合わせ
②次回事務局会議 6月7日（火）13：45～（民医連会議室）大塚駅宣伝行動12：00～
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３）都民連第７回世話人会
①第７回世話人会

５月13日(金)10：30～

資料：16～18

②東京議会第２回定例会日程
開会日
６月１日(水)
代表質問 ６月７日(火)
一般質問 ６月８日(水)
③第２回定例会開会日行動 ６月１日（水） 12：15～ 都庁1庁前歩道
④舛添都知事の疑惑解明を求める事務局長談話
資料：20
⑤次回世話人会 ６月21日(火) 15：00～ 東京労働会館５階地評会議室

資料：19

４）オリパラ都民の会第29回運営委員会
①第29回運営委員会

５月10日(火)13：30～

資料：21～22

②第６回提言討論会 ４月16日(土)に開催 51人参加
③都議会オリパラ特別委員会 報告・５月12月(木)
質疑・５月25日(水)
④次回運営委員会 ６月17日(金) 13：30～ 東京労働会館5階地評会議室

４、介護相談会の報告
５月２４日（火）12：00～13：30 巣鴨駅前
参加：中央社保協、全日本民医連、東京社保協、全労連、ヘルパー連絡会など15人
署名26筆、テュッシュ2000、介護相談２人（介護保険料を払っているが、きちんとサー
ビスが受けられるか心配）募金100円

５、会計報告
省略

２、協 議 事 項
※以下の提案を受け、討議を経て承認しました。

１、情勢の特徴
（１）介 護 保 険 料 滞 納 で差 押 え１万 人 を超 える
介護保険料滞納で65歳以上の高齢者に対する差押えが2014年度に517自治体で1万118人
に上ることと厚労省が発表しました。2013年度の7,900人から3割近く増えています。65歳
以上の1号被保険者の多くは年金からの天引きになりますが、年金額が年18万円未満の場
合は納付書による支払いになります。差押え処分を受けた高齢者の大半が低年金者とみら
れます。
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（2）5.3憲 法 集 会 に5万 人
5月3日の憲法記念日に、平和といのち、人権をないがしろにする戦争法の廃止、安倍改
憲阻止、安倍政治を終わらせようと「明日を決めるのは私たち、平和といのちと人権を！
5.3憲法集会」が開かれました。昨年に続いて“総がかり”で行う統一した集会で、合言葉
は「明日を決めるのは私たち」。会場となった江東区の東京臨海広域防災公園は人の波が
絶えず、５万人（主催者発表）が参加。壇上に勢ぞろいした４野党党首とともに､｢憲法守
れ」などのプラカードを掲げて「安倍政権はただちに退陣｣｢戦争法はいますぐ廃止」とコ
ールを響かせました。

（3）2000万 署 名 1200万 人 突 破
5.3憲法集会であいさつした「解釈で憲法９条を壊すな！実行委員会」の高田健さん
は、衆院北海道５区補選結果にふれ、「野党と市民がしっかり共闘してたたかえば、与党
を追い詰めることができる」と指摘。「参院選の１人区で統一を実現して、改憲を企てる
自公と補完勢力による３分の２議席獲得を阻止し、安倍内閣を退陣させよう」と訴えまし
た。
「戦争をさせない1000人委員会」の福山真劫（しんごう）さんが行動を提起。戦争法廃
止を求める2000万署名が1200万人を突破したことを報告しました。６月いっぱい署名を続
けると発言。６月５日に「政治をかえる 全国総がかり大行動」を大成功させようと呼び
かけました。
5月19日には、戦争法（安保法制）廃止を求める「2000万統一署名」を共同で呼びかけ
た29団体が、衆院第１議員会館で署名提出集会を開きました。会場には、これまでに集ま
った1200万人の署名が段ボールで積み上げられました。集会には野党4党首（共産党、民
進党、社民党、生活の党）がそろい、「戦争法は必ず廃止」「選挙に行って政治を変えよ
う」と手をつないでコールしました。集会後、衆参両院の副議長に申し入れをしました。

（4）参 院 選 挙 32の1人 区 で野 党 共 闘 の見 込 み
「野党は共闘」の国民の声と運動のもと、5月19日に野党4党首会談が開かれ、2月19日
の合意以降の前進を踏まえ、①来年4月からの消費税10％への引き上げに反対する。その
他の共通政策について一致点を確認し、積み重ねていく、②参院1人区のすべてで野党統
一候補を実現するとともに、その勝利のために全力をあげる、③衆院選についてできる限
りの協力を行うこととし、その具体化を加速する、④安倍内閣不信任決議案を共同で提出
することを検討していく、の4点について確認されました。
32ある参議院1人区で佐賀選挙区を除く31選挙区で野党統一候補が実現しました。佐賀
でも統一候補が実現する見通しです。（5月23日現在）
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２、当面の重点課題
（１）安 全 ・安 心 の医 療 ・介 護 を実 現 する大 運 動
１）「社会保障は国の責任です」（全国署名）署名30万筆を目標に取り組む
①集約 ５月23日現在 55,229筆
資料：23
②5月の資料送付時に各地域に一定数を送りました。宣伝、ポスティングに活用してくだ
さい。
③通常国会終了後も年内集約します。
２）都議会宛て「子育て支援のため 子ども医療費無料化拡充と子どもの保険料軽減を求
める」陳情署名（東京社保協と加盟９団体の連名）の取り組み
①集約 ５月23日現在 15,920筆
資料：24
②都議会第3回定例会での厚生委員会の審査に付されます。例年、第3回定例会は、9月中
旬に開会されますので、8月上旬をめどに最終集約とします。
４）宣伝行動
①常任幹事会後の宣伝
５月26日(木) 15：30～16：00
②中央社保協との共同宣伝
６月４日(土) 11：00～12：30

参加7人、戦争法18筆・社保16筆、ティッシュ約300
巣鴨地蔵通り入口

５）学習リーフを活用した網の目学習会を

（再掲）

中央社保協で学習用リーフ（Ａ４・４ページ）を作成しました。地域社保協で幹事会や
役員会でリーフを活用したミニ学習ができるように、１地域あたり15部送付しました。購
入する場合は1部3.5円の実費で頒布します。送料は東京社保協負担
６）１万か所学習運動の取り組み（再掲）
中央社保協では、「安全・安心の医療・介護大運動」として、署名活動、宣伝行動、自
治体・議会への働きかけを強めることを提起しています。そのために全国１万か所での大
学習運動に取り組み、「知を力に」運動を前進させることを呼びかけています。東京社保
協は、別紙「1万か所学習運動報告書」で地域・団体の学習運動を集約します。

（２）戦 争 法 廃 止 、安 倍 政 権 ノーの取 り組 み
１）「明日を決めるのは私たち6.5全国総がかり大行動

資料：25～26

日時 ６月５日(日)14：00～
場所 日比谷公園かもめの広場・祝田通り
アクセス 丸ノ内線「霞が関」下車が最も近いですが、混雑が予想されますので、他の
駅利用が良いと思います。
・千代田線「霞が関」、日比谷線・千代田線「日比谷」、三田線「日比谷」
（Ａ10・Ａ14出口すぐ）、ＪＲ「有楽町」徒歩８分
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２）戦争法廃止署名の取り組み
5月3日の憲法集会で戦争法廃止2000万署名が1200万筆を超えたことが報告されました。
また、参議院選挙直前の6月末まで取り組みをすすめることも提案されています。東京社
保協は、共同センターの呼びかけに呼応して、「社会保障は国の責任です」の宣伝と合わ
せて、署名ハガキ付チラシを活用した宣伝を続けます。
社保協集約 ５月23日現在 ハガキ1,147枚 3,092筆
資料：27

（３）第 44回 東 京 社 保 学 校 の開 催
日時 ５月29日(日)10：00～16：30
会場 けんせつプラザ東京5階
資料代 ５００円
※5月29日に開催し、23地域・17団体から108人が参加

（4）都 議 会 第 2回 定 例 会 開 会 日 行 動

資 料 ： 28～ 30

①都知事要請行動
※6月1日11：15～

参加：福井・岡村副会長、寺川・相川事務局、山田・杉田民医連

②舛添都知事の政治資金使途疑惑に対して説明を求める要請
※要請時に表記の要請書も提出し、口頭でも要請しました。
③昼集会
日時 ６月１日（水） 12：15～12：45
場所 東京都庁第１本庁舎前歩道
主催 都民連、東京社保協、東京地評
※200人の参加で開催しました。

３、「熊本・大分等九州地震災害」支援カンパの取り組み
資料：31
熊本地方を震源とした大地震から１か月半が経過しました。今でも余震が続き、有感地
震の回数は５月19日現在で1,500回となり、昨年全国で観測された有感地震（1,842回）の
8割を1か月で熊本・大分地方超えた計算になります。また、被害状況は、熊本県の発表で
死者・関連死合わせて69人、住宅全壊7,866・半壊17,402で、現在でも9,100人の方が避難
生活を送っている状況です。医療機関についても、熊本市民病院など建物損壊の危険など
の被害が出ています。
被災された方々に改めて、心からお見舞い申し上げます。
東京社保協は、各加盟組織の支援活動に協力・共同していくことを呼びかけると同時
に、支援カンパを呼びかけます。寄せられた支援カンパは、中央社保協を通じて被災県社
保協に届けます。なお、東京社保協は一般会計から３万円の支援カンパを行います。
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４、要請事項、その他
（１）「なぜ母 親 は娘 を手 にかけたのか」の普 及

資 料 ： 32

千葉県銚子市で起きた事件は、離婚して年頃の中学生の娘を抱えた母親が、公営住宅に
住みながら生活苦になり、家賃を滞納し、住居を追われ、無理心中をしようとした事件で
す。この本は、自由法曹団、中央社保協、生存権裁判を支援する全国連絡会などで行って
きた調査団の調査記録に留まらず、行政のあり方や格差と貧困に立ち向かう運動の方向性
も明らかにするものとして、社保協としても普及に努めます。
価格 １０００円＋税
社保協用の注文書を作ります。

（２）「私 たちが求 める医 療 と介 護 ・福 祉 を実 現 する東 京 の実 行 委 員 会 」（仮 称 ）
の発 足 資 料 ： 33
別紙申し合わせ（素案）に基づいて表記の実行委員会が発足します。東京社保協は「安
全・安心の医療介護を実現する大運動」の実践の一環として同実行委員会に参加し、事務
局として取り組みます。

（3）学 習 会 講 師 、総 会 あいさつなど
①５月27日(金)19：00～
②５月28日(土)
③５月30日(月)18：30～
④６月５日(日)10：00～
⑤６月11日(土)13：00～
⑥６月12日(日)13：30～
⑥６月18日(土)15：00～
⑦６月19日(日)10：00～
⑧６月19日(日)13：30～
⑨６月19日(日)16：30～
⑩７月23日(土)15：00～
⑪８月28日(日)13：00～

目黒社保協総会
清瀬社保協総会・学習会…前沢常幹
八王子社保協総会・学習会…寺川
東京商工団体連合会第70回総会…メッセージ
コミュニティユニオン東京第８回大会…メッセージ
江戸川社保協第20回総会…寺川
千葉県社保協第22回総会…メッセージ
西多摩社保協第16回総会…相川
板橋社保協第55回総会…寺川
東京歯科保険医協会第４４回定期総会…メッセージ
東京民医連「手遅れ死亡調査」報告集会…寺川
日本高齢者大会国保分科会基調報告・助言…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）
５月
２６日(木)18：30～
２７日(金)18：30～
19：00～
２８日(土)
２９日(日)10：00～
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新生存権裁判準備会
介護を良くする東京の会事務局会議
清瀬社保協総会・学習会
東京社保協第４４回社保学校

20160526第２回常任幹事会
３０日(月)18：30～
６月
１日(水)12：15～
２日(木)10：00～
14：00～
４日(土)10：00～
11：00～
５日(日)10：00～
14：00～
６日(月)13：30～
８日(水)14：00～
17：30～
９日(木)09：30～
１１日(土)13：30～
１２日(日)13：30～
１６日(木)10：00～
15：00～
１７日(金)13：30～
１９日(日)10：00～
13：30～
16：30～
２１日(火)12：30～
２２日(水)11：00～
２３日(木)
13：30～

八王子社保協総会・学習会
都議会第２回定例会開会日行動（前後で知事要請）
２０１６年都民要求実現大行動実行委員会発足
中央社保協代表委員会
第３回労働安全衛生学校
巣鴨地蔵通り入口宣伝
東商連第７０回総会
戦争法廃止！安倍内閣退陣！6.5大行動
生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
中央社保協第１１回運営委員会
中央社保協第５回組織財政強化委員会
私たちが求める医療介護実行委員会
コミュニティユニオン東京第８回大会
江戸川社保協第２０回総会
介護問題都議団との懇談
社会保障誌編集委員会
オリパラ運営委員会
西多摩社保協第１６回総会
板橋社保協第５５回総会
東京歯科保険医協会第４４回総会
オール大塚・大塚駅北口宣伝
年金訴訟第３回口頭弁論
参議院選挙公示日（予定・２２日になる可能性あり）
東京社保協第３回常任幹事会（参議院公示日になった場合変更あ
り）

７月
１０日(日)
参議院選挙投開票日（予定）
１３日(水)14：00～ 中央社保協第１２回運営委員会
２１日(木)15：00～ 生存権裁判を支援する全国連絡会代表委員会
２３日(土)15：00～ 東京民医連『手遅れ死亡』調査報告集会
２４日～２５日（日・月）中央社保協第６０回総会
２５日～２７日（月～水）医労連大会
２８日(木)13：30～ 東京社保協第４回常任幹事会
２８日～３０日（木～土）全労連大会
８月
４日(木)～
原水禁世界大会
２０日～２１日
日本母親大会（石川県金沢市）
２６日(金)18：30～ 第１１回東京自治研第４回実行委員会
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20160526第２回常任幹事会
２８日～２９日（日・月） 第３０回日本高齢者大会（東京）
10月
６日～ ８日（木～土） 第４４回中央社保学校（高知）
11月
１９日(土)
オリンピック提言討論会（第11回東京自治研プレ企画）
12月
１０日(土)
東京母親大会
１１日(日)09：30～ 第１１回東京地方自治研究集会
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