20160623第３回常任幹事会

第 46期 第 ３回 常 任 幹 事 会 報 告
日時 2016年６月23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（代・稲垣）、星、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 19/31（下線は欠席）議長：相川次長
13：30～14：00 ミニ学習 「都知事選挙を巡る情勢」 革新都政の会 會澤さん
14：00～16：00 第３回常任幹事会
【会長あいさつ】今日も午前中に14人往診してきました。それだけ、高齢者の方が施設に
も入れずに自宅療養をしているわけです。昨日参議院選挙が公示されました。6月5日の国
会行動で渡辺治先生が「今回の行動と60年安保とどこが違うか、あの時は国会に10万人・
15万人集まったけれど、当時は東京に一極集中だった。今の情勢は47都道府県どこでも行
動が行われている」とスピーチしていました。そういう中では32の一人区すべてで野党共
闘が実現したわけですね。市民運動が大きく前進した、その一端を社保協も担っていると
思います。選挙の結果によっては、憲法改悪に突き進むかもしれません。なんとしても戦
争法の廃止と改憲阻止に向けて頑張っていきましょう。

１、報 告
※以下の報告を受けて確認しました。

１、活動報告
５月
２６日(木)18：30～
２７日(金)18：30～
19：00～
２８日(土)
２９日(日)10：00～
３０日(月)18：30～
６月
１日(水)11：15～
12：15～
18：30～
２日(木)10：00～
14：00～
４日(土)10：00～
11：00～
５日(日)14：00～
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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
目黒社保協総会
清瀬社保協総会・学習会
東京社保協第４４回社保学校
八王子社保協総会・学習会
都知事要請
都議会第２回定例会開会日行動
第１１回東京自治研「国保」分科会運営委員会
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
巣鴨駅前宣伝（中央社保協と共同）
戦争法廃止！安倍内閣退陣！6.5大行動

20160623第３回常任幹事会
６日(月)13：30～

生存権裁判を支える東京連絡会幹事会

８日(水)14：00～
17：30～
９日(木)09：30～
１２日(日)13：30～
13：30～
１３日(月)11：00～
12：00～
１５日(水)15：00～
１６日(木)10：00～

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
医療介護実行委員会第１回打合せ
東大和「わかばの集い」学習会
江戸川社保協第２０回総会
中央社保協「介護問題」厚労省レクチャー
兵庫生存権裁判最高裁判所前宣伝
第３０回日本高齢者大会「国保」分科会打合せ
生存権裁判全国連絡会事務局会議

15：00～
１７日(金)13：30～
１９日(日)10：00～
13：30～
２１日(火)15：00～
２２日(水)
11：00～
２３日(木)13：30～

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
都民連代表委員会
参議院選挙公示日
年金訴訟第３回口頭弁論
東京社保協第３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
①６月８日(水)14：00～ 第11回運営委員会
②６月13日(月)11：00～ 厚労省レクチャー
③中央社保協第60回全国総会
日時 ７月25日(月)11：00～
会場 けんせつプラザ東京

資料：１～11
資料：12～15

（２）学 習 会 講 師 、総 会 あいさつなど
①５月28日(土)
②５月30日(月)18：30～
③６月12日(日)13：30～
④６月12日(日)13：30～
⑤６月19日(日)10：00～
⑥６月19日(日)13：30～
【メッセージ対応】
①６月19日(日)16：30～
②６月５日(日)10：00～

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
江戸川社保協第20回総会…寺川
東大和「わかばの集い」…相川
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

③６月11日(土)13：00～

コミュニティユニオン東京第８回大会…メッセージ
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東京歯科保険医協会第４４回定期総会…メッセージ
東京商工団体連合会第70回総会…メッセージ
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④６月18日(土)15：00～

千葉県社保協第22回総会…メッセージ

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 ６月１６日（木）12：30～
資料：16～17
②共産党都議団との懇談を実施した。
③介護フォーラム（10月1日（土）ラパスホール）
実施内容の検討を行なった。
報告：品川区、国立市、稲城・山岸議員を予定する。
その他詳細については引き続き検討する。
④次回事務局会議 7月5日（火）13：30～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 6月7日(火) 13：45～ 自治労連会議室
資料：18～19
この間の各地域での宣伝行動について確認した。（社保協からは、葛飾の全駅宣伝につ
いて報告した。
②東商連の担当者が中里氏に変更。東京民医連は椎野氏から杉田氏に変更された。
③次回事務局会議 7月20日（水）13：45～（民医連会議室）大塚駅宣伝行動12：00～
３）都民連第８回世話人会
①第８回世話人会 ６月21日(火)15：00～ 資料：20～22
②特別報告「第２回定例会の報告・総括」 日本共産党・曽根はじめ都議
③総会 ８月26日(金)13：30～
講演会を行い、その後に総会（前回報告から日程変更）
④次回世話人会 ８月２日(火) 15：30～ 東京労働会館内
４）オリパラ都民の会第30回運営委員会
①第30回運営委員会 ６月17日(金)13：30～
②宣伝行動 ６月28日(火)

資料：23

08：00～09：00 都庁第一庁舎横の歩道
11：30～13：00 虎ノ門ヒルズ前道路
③第７回提言討論会（東京自治研プレ企画） 11月19日(土)13：00 エデュカス東京
④次回運営委員会 ８月２日(火) 13：30～ 東京労働会館４階自治労連会議室
５）都民生活要求大行動実行委員会の発足
①第１回実行委員会 ６月２日(木) 10：00～
資料：24～25
②今年も東京地評、東京社保協が事務局となり、都に対する2017年度予算要望を行うこと
を確認しました。
③各団体からの要請事項の締め切り
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6月27日(月)
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④東京都との協議

6月24日(金)13：00～

⑤第２回実行委員会

７月13日(水)10：00～

４、第４４回東京社保学校の結果

資 料 ： 26～ 27

①日時 ２０１６年５月29日(日) 10：00～16：30
②会場 けんせつプラザ東京
③参加
第44回 17団体49人、23地域社保協55人、その他４人 合計108人
第43回 26団体82人、33地域社保協106人、その他14人 合計202人
第42回 18団体55人、29地域社保協 85人、その他 5人 合計146人
第41回 19団体37人、34地域社保協 77人、その他 8人 合計122人
第40回 15団体50人、33地域社保協 86人、その他 6人 合計142人
第39回 22団体86人、37地域社保協134人、その他 8人、合計228人
④決算報告
省略
⑤感想など
感想文提出58人
⑥会場で熊本地方地震被害支援のカンパを訴え、31,600円の協力を得ました。他の募金
と合わせて、7月の中央社保協全国総会で中央社保協を通じて被災県社保協に手渡しま
す。

５、会計報告
省略

２、協 議 事 項
※情勢の特徴、当面の課題を提案、議論を経て確認しました。また、第45回東京社保学
校の開催について確認をしました。

１、情勢の特徴
（１）東 京 の子 ども国 保 料 (税 )でそろう

資 料 ： 28～ 32

国民健康保険料は、前年の世帯所得と国保加入人数で決められます。この国保加入人数
による保険料（均等割額）によって、稼働所得のない子どもも保険料が発生します。今年
度の23区の子ども保険料は46,200円にもなります。
東京の国保に加入している19歳までの子どもの人数は約37万６千人です。19歳までの人
口の18.5％が国保に加入しています。
全額東京都が助成したとして約155億円、今年度の都一般会計7兆円の約0.22％、特別会
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計などを含めた全予算13兆6560億円の0.11％程度で実現できます。

（２）第 ２４回 参 議 院 選 挙 が公 示
６月22日に第24回参議院選挙が公示（7月10日投開票）され、東京選挙区には定数6に対
して31人が立候補しました。全国では選挙区・比例合わせて約390人が立候補していま
す。
戦争法成立を強行し、さらに明文改憲へ執念を示す安倍晋三政権の危険な動きと、それ
にたいする国民・市民・野党の共闘・共同がかつてなく広がるなかでの歴史的選挙です。
平和・民主主義の問題でも、経済・暮らしの問題でも、国民の声に反する安倍政権の暴走
をどうしても止めたいという国民の声は切実です。社会保障制度解体策動は財務省・経産
省を軸に今年末までに改悪工程を決め、来年通常国会から順次法案化しようとしていま
す。日本の命運がかかった参院選を、国民・野党と力を合わせ、未来を切り開く選挙にし
なくてはなりません。
「政治を変える 市民が変える」「みんなのための政治を、いま」。参院選公示前、共産
党、民進党、社民党、生活の党の党首や市民らが立ち並び選挙勝利へ向けて共同街頭演説
を行うという、これまでにない光景が全国各地で繰り広げられ、注目を集めました。
日本の平和と立憲主義が重大な危機に直面するなか、戦争法（安保法制）の廃止、立憲
主義の回復を太い柱にして、全国32のすべての１人区で野党共闘が実現したことは極めて
重要です。ときの政権を打倒することを正面の目標に掲げて、野党と市民が全国的規模で
選挙協力を行い国政選挙にのぞむというのは、日本の戦後政治でも初めての経験です。こ
のこと自体が「政治は変えられる」という国民の期待と希望を広げています。暴走ストッ
プを願う広範な人たちの思いを結集し、自公を打ち負かしていくことがいよいよ重要で
す。

（３）舛 添 都 知 事 が辞 任 し、都 知 事 選 挙 実 施
数々の「政治とカネ」をめぐる疑惑で不信任を突き付けられていた舛添要一氏が、不信
任案の可決が予定されていた６月15日の本会議直前、辞表を提出し、6月21日付で辞任し
ました。
都民の世論に追い詰められた結果です。都知事は辞めることになっても、巨額の海外出
張費問題や公用車の私的使用、政治資金の不正使用・
虚偽報告などの疑惑は残っています。舛添氏は引き続
き自らの疑惑を解明する責任を果たすべきです。猪瀬
直樹前知事、舛添知事と２代にわたって「政治とカ
ネ」の疑惑で知事が辞任する中で、都民本位の清潔な
都政の実現がいよいよ課題です。
都知事の辞任によって、都知事選挙が7月14日告示、
7月31日投開票で実施されます。参議院選挙での４野党
と市民の共同がすすむ中、都知事選挙でも４野党と生
活者ネットの共同候補者の話し合いが持たれ、革新都
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政をつくる会、希望のまち東京をつくる会（前回宇都宮氏を擁立した確認団体）とも調整
がすすめられています。
（４）「政治とカネ」の問題、各党の参議院公約と政党助成金の分け取りの実態
政治資金の私的流用を批判された東京都の舛添要一知事の辞職決定を受け、参院選の争
点に「政治とカネ」が浮上しています。民進党は６月15日に発表した公約に企業・団体献
金の禁止を掲げ、国会議員に月百万円支給される文書通信交通滞在費の使途を公開する法
律をそれぞれ制定すると明記しました。民進と同じく、企業・団体献金禁止を掲げるのが
共産党、社民党。おおさか維新の会は労働組合などからの献金も禁じるとしています。政
党交付金を受け取っていない共産党は交付金の廃止を求め、社民は政治資金の支出範囲の
規制強化を唱えています。
一方、「政治とカネ」に関して明確な姿勢を示していないのが自民党です。現金授受問
題を指摘された甘利明前経済再生担当相をはじめ、安倍内閣ではこの問題で引責辞任する
閣僚が相次いだにもかかわらず、参院選公約に記述はありません。
公明党は政治家の会計責任者に対する監督
責任強化を明記し、政治資金収支報告書に虚
偽記載など違法行為をした秘書などへの注意
を怠った場合、公民権停止で失職させるとし
ました。
参議院選挙では、「政治とカネ」が重要公
約の一つになりますが、図のように2015年12
月交付分を含む2015年の政党助成金の総額は
319億9099万円を共産党を除く9政党が分け取
りしています。この実態を広く知らせていく
事が重要です

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 ６月21日現在 55,789筆
資料：33
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

６月21日現在

16,799筆

資料：34

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。
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③都知事選後の８月に保険医協会にも協力してもらい、各会派への要請行動を行います。
３）宣伝行動
参議院選挙、都知事選挙後に計画します。
４）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
５）１万か所学習運動の取り組み（再掲）

資料：35

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 署 名 の取 り組 み
社保協集約 ６月23日現在

ハガキ1,223枚

3,311筆

資料：36

３、秋に第４５回東京社保学校を開催
日時 １０月１６日(日)
会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部会館）
講師 「参議院選挙、東京都知事選挙の結果と運動の展望」（仮題）
渡辺治・一橋大学名誉教授
※詳細、他のテーマ、講師は７月の常任幹事会等で検討します。

４、「熊本・大分等九州地震災害」支援カンパ

資 料 ： 37

引き続き、支援カンパを呼びかけます。協力されたカンパは、7月の中央社保協全国総会
の場で被災県社保協に手渡します。

５、加盟の承認
団体名
代表者
所在地
担当
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東京母親大会連絡会
木原秀子
千代田区二番町12-1
寺川知子

エデュカス東京６階
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６、要請事項、その他
（１）立 川 市 生 活 保 護 廃 止 自 殺 事 件 対 策 会 議 への参 加

資 料 ： 38～ 39

立川市において、就労指導違反を理由に保護廃止の直後に利用されていた方が自殺する
という事件が発生しました。
この事件を受け、自由法曹団の呼びかけで対策会議を設置することになり、中央社保協
とともに東京社保協も参加をし、事実経過を解明していきます。

（２）東 京 母 親 大 会 連 絡 会 への加 入
「生命(いのち)を生みだす母親は、生命(いのち)を育て

生命(いのち)を守ることをの

ぞみます」をメインスローガンに日本母親大会が８月20・21日、東京母親大会が12月10日
開催されます。地域社保協との連携を強め、運動を広げるためにも東京母親大会連絡会が
東京社保協に加盟するとともに東京社保協も東京母親大会連絡会に加入します。

（３）「戦 争 するな！どの国 も」要 請 署 名 への協 力
東京都アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会より「戦争するな！どの国も－東
アジアを不戦、平和、協力、繁栄の共同体に」と題する東アジア諸国首脳宛て要請署名へ
の協力依頼がありましたので、常任幹事会、常任幹事会団体等で協力します。

（４）全 医 労 より団 体 署 名 の協 力 要 請
「独立行政法人・国立大学法人等の運営交付金拡充等を求める要請」署名の協力要請が
来ています。運営交付金の確保と総人件費の増額を求めるものです。常任幹事会団体等で
協力します。

（５）学 習 会 講 師 、総 会 あいさつなど
①６月30日(木)18：30～
②７月23日(土)15：00～
③７月24日(日)09：30～
④８月28日(日)13：00～
【メッセージ対応】
①7月10日(日)13：00～
②7月23日(土)13：30～

調布社保協第22回総会…相川
東京民医連「手遅れ死亡調査」報告集会…寺川
東京土建練馬支部活動者会議…寺川
日本高齢者大会国保分科会基調報告・助言…寺川
東京医労連第82回大会
東京都アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会総会

（６）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）
７月
５日(火)13：30～
１０日(日)
１３日(水)10：00～
14：00～
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介護をよくする東京の会事務局会議
参議院選挙投開票日
都民生活要求大行動実行委員会第２回会議
中央社保協第１２回運営委員会

20160623第３回常任幹事会
１４日(木)

東京都知事選挙告示

２０日(水)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
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
２５日(月)11：00～ 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
３１日(日)
東京都知事選挙投開票
８月
２日(火)13：30～ オリパラ都民の会第３１回運営委員会
15：30～ 都民連第９回世話人会
４日～６日(木～土) 原水禁世界大会
９日(火)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会幹事会
２０日～２１日
日本母親大会（石川県金沢市）
２５日(木)13：30～ 東京社保協第５回常任幹事会
２６日(金)10：00～ 都民生活要求大行動実行委員会第３回会議
13：30～ 都民連総会
18：30～ 第１１回東京自治研第４回実行委員会
２８日～２９日（日・月） 第３０回日本高齢者大会（東京）
３０日(火)
生存権裁判最高裁判所要請行動
９月
７日(水)18：30～ 新生存権裁判打合せ
２６日(月)11：00～ 生活保護基準引き下げ違憲・国賠訴訟第２回口頭弁論
２５日～２７日（日～火） 全生連大会
２９日(木)13：30～ 東京社保協第６回常任幹事会（祝日のため日程変更）
10月
１日(土)

生存権裁判を支える東京連絡会第１０回総会

６日～ ８日（木～土） 第４４回中央社保学校（高知）
１６日(日)
第４５回東京社保学校（詳細未定）
２７日(木)13：30～ 東京社保協第７回常任幹事会
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）
２４日(木)13：30～ 東京社保協第８回常任幹事会
12月
１０日(土)
東京母親大会
２２日(木)13：30～ 東京社保協第８回常任幹事会
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