20170727第４回常任幹事会

第４７期第４回常任幹事会

報告

日時 2017年７月27日(木)13：30～
会場 東京労働会館５階地評会議室
出欠：須田、井手口、田邊、丸山、岡村、椎橋、西川、寺川、相川、阿久津、久保田、
小形、深沢（今井）、西銘、加藤、佐藤、杉山、植松、國米、木村、佐田、酒井、水上、
坂本、平間、菅谷、吉野、岡本、森松、前沢 18/30（下線は欠席）議長：相川次長
傍聴：高橋
13：30～14：00 中央社保協第61回全国総会報告
前沢常幹
14：00～16：00 第４回常幹

１、報告
※以下の項目について報告を受け、確認しました。

１、活動報告
６月
２３日(金)
２４日(土)13：30～
14：00～
２５日(日)13：00～
２７日(火)15：00～
17：00～
７月
２日(日)
４日(火)10：30～
５日(水)13：00～
７日(金)13：00～
13：30～
８日(土)13：30～
13：30～
９日(日)13：00～
１０日(月)13：30～
16：00～
18：30～
１１日(火)12：00～
13：45～
１２日(水)13：00～
１３日(木)14：00～
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都議会議員選挙告示日
神奈川社保協2017年度総会
千葉県社保協第23回総会
東京土建幹部学校
中央社保協予算検討会議
中央社保協代表委員会
都議会議員選挙投票日
中央社保協会計監査
中央社保協第９回運営委員会
厚生労働省レクチャー
都民連第８回世話人会
コミュニティユニオン東京第９回大会
板橋社保協第56回総会
東京医労連第83回大会
第１回都民生活要求大行動実行委員会
ジャンパー事件調査団準備会
立川事件調査団会議
消費税廃止東京各界連大塚駅前宣伝
消費税廃止東京各界連事務局会議
介護をよくする東京の会第４回事務局会議
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

20170727第４回常任幹事会
１４日(金)12：00～ 巣鴨駅前宣伝行動
１５日(土)13：30～ 消費税廃止東京各界連絡会学習会
１８～１９日（火・水） 中央社保協第61回全国総会
１９日(水)13：30～ 「国保財政の都道府県移行」対策会議
２０日(木)18：30～ 2017年度墨田社保協総会
２２日(土)
第22回東京反核平和マラソン
２３日(日)10：00～ 西多摩社保協第17回総会・学習会
２５日(火)18：30～ 文京社保協総会・学習会
２７日(木)13：30～ 東京社保協第４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
７月５日(水)13：00～
７月７日(金)13：00～
７月18～19日(火・水)

第11回運営委員会
国保問題での厚労省レクチャー
中央社保協第61回全国総会 資料：1～３

決定は別紙

（２）加盟団体・友諠団体の総会・学習会など
①６月24日(土)13：30～
②６月24日(土)14：00～
③７月８日(土)13：30～
④７月８日(土)13：30～
⑤７月８日(土)13：30～
⑥７月９日(日)13：00～
⑦７月15日(土)13：30～
⑧７月20日(木)18：30～
⑨７月23日(日)10：00～
⑩７月25日(火)18：30～

神奈川県社保協2017年度総会…メッセージ
社会保障推進千葉県協議会第23回総会…メッセージ
福岡県社保協第23回総会…メッセージ
コミュニティユニオン東京第９回大会…メッセージ
板橋社保協第56回総会…寺川
東京地方医療労働組合連合会第83回大会…メッセージ
東京都ＡＡＬＡ総会…メッセージ
2017年度墨田社保協総会…寺川
西多摩社保協第17回総会・学習会…寺川
文京社保協総会・学習会…寺川

３、共闘団体報告
１）介護をよくする東京の会第４回事務局会議
①事務局会議 7月12日(水)13：00～
資料：４
②総合事業等の実施・予定状況自治体アンケートに、6月現在30自治体回答。引き続き集
約を強める。
③介護交流集会（内容・名称未定）を10月8日（日）PMにラパスホールで開催する。
④介護保険制度改定の影響に関する、事業所アンケートを実施中。（7月集約予定、現在
200以上を集約）
⑤11月を目途に、介護・障害者などの利用者・家族・事業所・労働者などを束ねるシン
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ポ・学習会などを、障害者団体と共同して開催できるように検討していく。
⑥次回事務局会議 8月4日（水）14：00～ ４階自治労連会議室
２）消費税廃止東京各界連絡会
①事務局団体会議 7月11日(火) 13：45～
資料：５～６
②大塚駅前署名・宣伝行動 7月11日（火）12：00～13：00 6団体15人
③大学習会を７月15日（土）にけんせつプラザ東京で開催し、105人が参加し、日野秀逸
東北大名誉教授が、「応能負担で社会保障の充実を」と題して講演を行いました。
④次回事務局会議
8月22日（火）13時45分～ 2階民医連会議室
⑤大塚駅宣伝行動
8月22日（火）12時～13時 大塚駅北口
３）都民連第８回世話人会
①第８回世話人会 ７月７日(金)13：30～
資料：７～15
②第21回総会 ８月25日（金）15：00～16：30
※総会前に学習会を予定します。
③都議会第3回定例会行動日程
開会日
９月20日(水) 12：15～12：45
代表質問 ９月26日(火)
一般質問 ９月27日(水)
閉会日
10月５日(木)
※社保協の要請日程は次回常幹までに相談します。
④第９回世話人会 10月13日(金) 13：30～
４）オリパラ都民の会第43回運営委員会
①第43回運営委員会

７月18日(火)13：30～

資料：16

②「選手村の投げ売りを正す会」 7月26日結成
③ＩＯＣとの面談はできなかった
④第44回運営委員会 8月18日(金) 13：30～ 東京労働会館5階会議室
５）生存権裁判を支える東京連絡会
東京連絡会幹事会

８月30日(水)

13：30～

東京労働会館５階地評会議室

６）東京高齢期運動連絡会
①東京高連第３回常任幹事会 7月26日（水）13：30～
②東京高連の会長交代について
金子会長が年金者組合中央委員長に選出されたため、小嶋満彦会長代理を会長に選出し
た。
③全ての地域で自治体への要望を提出し、自治体アンケートを回収していくことを確認。
④シルバーパス問題を大きな運動にしていくことを確認した。なお、要求内容・署名など
を事務局で具体化し、社保協などと共同の運動にしていくために申し入れを行う。
⑤日本高齢者大会への参加ツアーの日程変更について
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10月28日の羽田集合時間を7：40から7：00に変更（羽田発時刻が7：45になったため）
⑥東京高齢者のつどい(9月22日)の参加組織及び分科会の内容について協議した。
⑦東京高連泊まり込み会議（７月16、17日秩父市）は各団体からで21人が参加した。
会議では、①昨年の高齢者大会成功の成果を生かし、各地域でどう取り組みを強化して
いくか。②「東京高齢者のつどい」の成功に向けて、③10月28・29日に沖縄で開催され
る日本高齢者大会の成功に向けて、④各団体・地域でのこの間の取り組み報告と交流。
⑧次回日程 9月27日（水）14：00～（東部区民事務所予定）

４、会計報告
省略

２、協議事項
※以下の提案を受け、質疑を経て、了承しました。

１、情勢の特徴
（１）都議会議員選挙（７月２日投開票）で自民、歴史的惨敗、続く仙
台市長選でも自民推薦候補を市民と野党推薦候補が破る
自民党は東京都議選で、現有57から34議席減らし、
過去最低の23議席に留まりました。結党以来、16回の
都議選を戦った自民党にとって、どれだけの歴史的大
敗だったかが浮かび上がります。
過去に自民党が大敗した都議選は、現職議長らが相
次いで逮捕された汚職事件を受け、議会が自主解散し
た1965年、消費税導入やリクルート事件の逆風が吹き
荒れた89年、政権交代への期待が高まっていた2009年
のです。23という今回の獲得議席は、過去最低だった
65年と09年の38を大幅に下回ります。
全体の得票率、候補者の当選率も過去最悪で、得票
率は22.52％で、過去最低だった09年の25.87％を割り込んでいます。当選率は、今回は
38.33％で、65年の49.35％を大きく割り込み、議会解散という異常事態で、自民党が防戦
を強いられた当時より、結果が悪かったことになります。
自民党関係者は「国会運営や政権運営で批判を受けた。自民党も『国政選挙並み』と位
置付けた。影響は大きい」とし、今後各級選挙で不振となれば、「党内政局」の可能性も
あります。さらに「自公関係にも影響は出る。公明は国政では自民、東京では都民ファー
ストと組むが、成り立たない論理だ」という声も漏れます。
いま安倍政治への批判の質が変化し、国政の私物化、強権政治という安倍首相の体質、
資質そのものへの批判が強まっています。そのことは、７月23日の仙台市長選の結果にも
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現れています。
秘密保護法や戦争法、「共謀罪」法など、国民の多数意見を無視した政治は、初めから
説明と合意形成を度外視するもの。反国民的政策の中身と強権体質は本質的に一体です。
安倍政権の崩壊が現実の形で進行し始めたいま、野党と市民の共闘を広げ、明確な対抗軸
を持った政治の受け皿として、国民の前に示すことが緊急の課題となっています。

（２）介護職員の離職防ぐ施策すすむ
世田谷区と練馬区は、実務経験を持つ職員向けに国家資格の取得に必要な研修の受講料
を助成する制度を創設。品川区は職員の離職率を引き下げた事業所向けの補助金を設ける
など、長く働き続けられる環境づくりにつなげる努力がはじまっています。
世田谷区が今年度始めたのは、実務経験が３年以上の職員が受験できる国家資格「介護
福祉士」の資格取得研修の受講料（上限15万５千円）の９割を助成、受験対策講座の受講
料などの費用（同12万６千円）も９割を区が負担するものです。同区は、25年度末までに
特別養護老人ホームの1000床を整備するなど、介護施設の拡充をすすめる計画ですが、介
護職員は約2500人不足すると推計しています。
江戸川区は区内施設への就労希望者を増やそうと、2016年度から介護福祉士養成施設の
学生らを対象とした給付金を創設しました。

(３ )加 計 学 園 問 題 で 閉 会 中 審 査
学校法人「加計（かけ）学園」の獣医学部新設を巡って７月24・２５日に衆参両院の閉
会中審査で、安倍晋三首相をはじめ政府側は「丁寧に説明する」と繰り返したが、答弁に
中身はなく「記憶にない」を連発しました。過去の答弁を修正してまで正当性を主張する
政府に、野党は「加計ありき」の疑念を深め、加計孝太郎学園理事長らの証人喚問を求め
る声が高まっています。

(４ )安 倍 内 閣 支 持 率 続 落 （ 各 報 道 Ｗ Ｅ Ｂ ニ ュ ー ス か ら ）
報道各社の世論調査で安倍内閣の支持率が続落しています。
① 毎日新聞（7月24日）…7月22、23日、全国世論調査。安倍内閣の支持率は26％で、６
月の前回調査から10ポイント減。不支持率は12ポイント増の56％だった。安倍晋三首相
の自民党総裁任期が来年９月に終わることを踏まえ、「代わった方がよい」との回答は
62％（３月調査は41％）で、３期目も「総裁を続けた方がよい」の23％（同45％）を大
きく上回った。首相の政権運営は厳しさを増している。
② 共同通信（7月17日）…7月15、16日、全国電話世論調査。前回６月より9.1ポイント
減の35.8％となった。不支持率は10.0ポイント増で最も高い53.1％。支持と不支持が逆
転した。安倍晋三首相の下での憲法改正に54.8％が反対し、賛成は32.6％だった。学校
法人「加計学園」の獣医学部新設計画を巡り、行政がゆがめられたことはないとする政
府側の説明に「納得できない」との回答が77.8％に達し、「納得できる」15.4％を大き
く上回った。
③産経・フジ（7月24日）…７月22、23日、合同世論調査。内閣の支持率は34.7％、不支
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持率は56.1％だった。前回調査（６月17、18日）と比べて支持は12.9ポイントも下落、
不支持は逆に13.2ポイント上昇し、学校法人「加計（かけ）学園」（岡山市）の獣医学
部新設計画をめぐる対応や稲田朋美防衛相に関わる一連の問題が支持率に大きく影響し
ているようだ。内閣支持率の下落は３カ月連続となった。不支持が支持を上回るのは平
成27年９月以来、１年10カ月ぶり。第２次内閣発足後で支持がこれまでで最低だったの
は、27年７月に調査した39.3％。集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法案が衆
院を通過した直後のときだった。８月初旬に行う内閣改造に合わせて「最も代えたほう
がよい閣僚」を聞いたところ、稲田氏を選んだ人が63.1％に上り、世論の稲田氏への不
信、不満が相当高いことを示した。首相を「信頼している」との回答が29.6％にとどま
り、「信頼していない」は63.8％に達した。

２、当面の重点課題
（ １ ） 中 央 社 保 協 第 61回 全 国 総 会
１）総会決定については、前沢常幹より報告

別紙

２）新署名「憲法25に基づき社会保障制度の拡充を求める」請願について
別紙、署名案を総会で提案しました。９月13日の中央社保協第１回運営委員会で決定し
ます。本日の常幹または、第５回常幹でご意見をお願いします。
新署名は、2018年一年間を通じた通年署名として取り組みます。憲法25条を前面にだ
し、国の責任で社会保障制度拡充、国民負担増でなく、不公平税制を正すことで社会保
障・社会福祉財源を確保することを求める署名になっています。
東京は、例年通り、全国署名の請願項目が確定後、東京土建、東京地評と協議して、独
自請願項目を加えた独自署名として取り組みます。
３）2017年度中央社保協役員派遣について
2017年度中央役員の推薦・派遣については、本来6月までに提案・承認が必要でした
が、実務上の手違いで、総会後の提案になってしまいました。申し訳ありません。専従事
務局を以下のように推薦・派遣します。
代表委員：寺川慎二事務局長
運営委員：相川和義事務局次長

（２）安全・安心の医療・介護を実現する大運動
１）「これ以上、いのちを削らせない」署名は引き続き集約します
通常国会は閉会しましたが、「これ以上、いのちを削らせない」署名は引き続き集約し
ます。臨時国会に提出しますので、手元にある署名は事務局に届けてください。署名用
紙、ハガキ付チラシ（受取人払い）は９月の資料発送時に一定数送付します。
２）宣伝行動
７月14日(金)12：00～13：00の１時間、東京社保協は、中央社保協と共同で定例の「４
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の日宣伝」を巣鴨駅前で宣伝に取り組みました。東京社保協19人（内東京土建13人）、中
央社保協５人の合計24人が参加し、介護街頭相談会は９件の相談がありました。リレート
ークを行いながら、署名宣伝、署名ハガキ付チラシを配布しました。署名19筆、署名ハガ
キ付チラシ約2,500個を配布しました。
東京社保協・中央社保協の共同での宣伝は、２月からスタートし、７月まで６回取り組
み、延べ184人、389筆の署名、22件の介護相談、18,900個のハガキ付テッシュを配布して
きました。
①東京社保協・中央社保協共催の宣伝
日時 ８月14日(月) 12：00～13：00
９月14日(木) 10：00～11：00
場所 ＪＲ巣鴨駅前
②巣鴨とげぬき地蔵入口宣伝
日時 10月14日(土) 11：00～13：00
場所 巣鴨とげぬき地蔵通り入口宣伝
主催 東京社保協、中央社保協
③各地域社保協では独自・共同の宣伝
９の日宣伝や消費税宣伝の時に合同で計画してください。
３）「３人集まれば学習会」をスローガンに１万か所学習運動の取り組み
社会保障改悪の動きは、急ピッチで進められています。地域からの運動のために学習を
強めつつ、運動の構築をすすめることが必要です。学習資料として、民医連、保団連など
からの資料提供を受けながら地域社保協用に加工した学習資料を作成しながら、「読み合
わせ」を中心としてミニ学習を網の目で広げていきましょう。集約したものを点検して、
補充・訂正があった場合連絡してください。

（３）相談活動ハンドブック２０１７年版の作成
作業が遅れていますが、８月上旬には印刷所に入稿できるように作業をすすめます。

（４）国保改善の取り組み
１）国保・医療なんでも無料電話相談会の実施

資料：17～18

①日程 2017年10月１日(日) 10：00～17：00
②会場 東京労働会館５階地評会議室を予定
③フリーダイヤル 0120-110-458（今回と同じ番号）
④チラシ完成しました。今回は、縦位置、横位置の２種類、それぞれカラーと白黒版を
作りました。使いやすい方を増し刷りして、組織内への配布、機関紙への折込み、駅
頭などの宣伝で活用してください。東京社保協へのアクセスにスマホ用のＱＲコード
を添付しました。
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２）2018年度の国保財政の都道府県への移行に向けて（再掲）
東京都国民健康保険運営協議会は都議会第１回定例会で設置され、被保険者代表、保険
医又は保険薬剤師代表、公益代表は各６人、被用者保険代表３人の合計21人で構成する、
会議は公開で傍聴を認める事は公表されていますが、詳細は不明です。
2018年度からの国保制度変更に向けて、運協で自治体に対する納付金額、標準保険料
率、標準収納率などが決められることになっています。新たな情報が分かり次第、事務連
絡などにお知らせします。
３）国保パンフを活用した学習会を改めて提起します（再掲）
2018年度の国保財政の都道府県への移行に向けて、東京都の動きが本格的になる前に各
地域・団体での国保制度の学習を強めます。社保協の幹事会や加盟団体の班・支部など少
人数でも読み合わせ学習会を開催しましょう。
改めて注文を受けます。１部30円（10部以上で注文してください）、送料は東京社保協
が負担します。

（５）介護改善の取り組み
１）「良い介護の日」の介護・認知症なんでも電話相談会の取り組み
日時
会場
主催

11月11日（土）
東京労働会館内会議室（予定）
中央社保協・東京社保協の共催

２）2017年介護全国学習交流集会
日時
会場
内容

10月22日（日） 13：00～16：30
プラザフォレスト（林野会館）
定員210人
シンポジウム「介護保険の現状と課題、改善方向を探る」

（６）築地市場の豊洲移転問題

資 料 ： 19

築地市場の豊洲移転問題は、都議選直前の６月20日に小池都知事が、一旦豊洲に移転
し、築地市場跡地の売却はおこなわず、５年後を目途に再開発を行うとの基本方針を打ち
出しました。社保協も協力してきた「豊洲移転署名をすすめる会」では、地元市場関係団
体などを含めた幅広い団体との懇談をすすめ、新たな署名の検討を行っております。
当面は、現在の要請署名を積み上げ、新たな署名に切り替わった段階で社保協も引き続
き協力をします。

（ ７ ） 第 46回 東 京 社 保 学 校

チラシ別紙

日時 ８月27日（日） 10：00～
場所 けんせつプラザ東京（東京土建本部）
資料代 500円
タイムテーブル
9：30～ 受付
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10：00～ 開会
10：05～ 第１講義「脆弱な日本のセーフティーネット、全世代での貧困の実態」
講師：後藤道夫・都留文科大学名誉教授
12：00～ 昼食休憩（各自で用意してください）
13：00～ 第２講義「我ごと、丸ごと地域共生社会」の本質と課題
講師：山崎光弘・日本障害者センター事務局次長
14：45～ 第３講義「東京の地域医療はどうなるか」
講師：安達智則・東京自治問題研究所主任研究員
15：45～ 第４講義「キューバの歯科医療視察報告」
講師：岩下明夫・歯科医師（全日本民医連理事）
16：45～ 行動提起 寺川慎二事務局長
16：50～ 閉会あいさつ

（ ８ ） 第 45回 中 央 社 保 学 校
日時
会場

９月７日(木)～９日(土)
｢リンクステーションホール青森（青森市文化会館）｣
〒030-0812 青森市堤町1-4-1
参加費 １日 2,000円（宿泊は各自）
テーマ 「格差と貧困をなくせ～生存権を問う」（仮）
講師 ７日 ①都留民子 広島県立大学教授（人間福祉学科）
②藤田孝典 特定非営利活動法人ほっとプラス代表理事
８日 ①社会保障入門講座 講師：井上英夫 金沢大学名誉教授（社会保障法）
②富田宏治 関西学院大学法学部教授（日本政治思想史）
９日 フィールドワーク

３、要請事項、その他
（１）東京社保協常任幹事会日程
第５回常任幹事会 ８月24日（木）13：30～ 東京労働会館５階会議室
第６回常任幹事会 ９月28日（木）13：30～ 東京労働会館５階会議室
第７回常任幹事会 10月26日（木）13：30～ 東京労働会館５階会議室
第８回常任幹事会 11月30日（木）13：30～ 東京労働会館５階会議室
※11月23日が祝日のため、第5週に開催します

（２）加盟団体・友諠団体の学習会、総会あいさつなど
①７月29日(土)10：00～
②８月16日(水)18：00～
③８月25日(金)18：30～
④９月２日(土)
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東京地評学習会…相川
豊島社保協国保学習会・審査請求決起集会…寺川
渋谷社保協総会・学習会…相川
八王子社保協国保問題学習会…寺川
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⑤９月３日(日)09：30～
⑥９月15日(金)18：30～
⑦９月17日(日)13：00～
⑧11月８日(水)
⑨11月17日(日)14：00～
⑩12月10日(日)

福祉保育労東京地本大会…寺川
東久留米社保協国保問題学習会…寺川
渋谷母親大会分科会…相川
都生連大会…寺川
杉並高齢者の集い・学習会…寺川
東京母親大会…寺川

（３）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
２９日(土)10：00～

東京地評学習会

８月
１４日(月)12：00～ 巣鴨駅前宣伝
１６日(木)18：00～ 豊島社保協国保学習会・審査請求決起集会
１９日～２０日（土・日） 日本母親大会
２４日(木)13：30～ 東京社保協第５回常任幹事会
２５日(金)15：00～ 都民連総会
18：30～ 渋谷社保協総会・学習会
２７日(日)10：00～ 第46回東京社保学校
２８日(月)14：00～ 新裁判準備会
３０日(水)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第４回幹事会
９月
２日(土)
八王子社保協国保学習会
３日(日)09：30～ 福祉保育労大会
７日～９日（木～土） 第45回中央社保学校
１３日(水)13：00～ 中央社保協第１回運営委員会
１５日(金)18：30～ 東久留米社保協国保学習会
１７日(日)13：00～ 渋谷母親大会
２２日(金)14：00～ 第28回東京高齢者のつどい
２８日(木)13：30～ 東京社保協第６回常任幹事会
10月
４日(水)13：00～ 中央社保協第１回部会、15：30～第２回運営委員会
２０日(金)
年金一揆
２２日(日)13：00～ 2017年介護全国学習交流集会
２６日(木)13：30～ 東京社保協第７回常任幹事会
２８日～２９日（土・日）第31回日本高齢者大会in沖縄
11月
１日(水)13：00～ 中央社保協第３回運営委員会
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１１日(土)10：00～

- 11 -

介護・認知症なんでも電話相談会

