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第４７期第５回常任幹事会 報告 

日時 2017年８月24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、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  20/30（下線は欠席）議長：相川次長 

 

13：30～14：00 「東京保険医協会と都民ファーストの会との懇談」 小形常幹 

14：00～16：00 第５回常幹 

16：15～18：00 「国保・医療なんでも無料相談会第６回実行委員会」 

１、報告  

※冒頭に会長あいさつを行い、活動報告を受け、了承しました。 

１、活動報告 

７月 

２７日(木)10：00～ 生存権裁判を支援する全国連絡会代表委員会 

２９日(土)10：00～ 東京地評学習会 

８月 

 ８日(火)15：00～ 社会保障誌編集委員会 

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 

１７日(木)13：30～ オリパラ運営委員会 

１９日～２０日（土・日） 日本母親大会 

２１日(月)18：00～ 中央社保協代表委員会 

２４日(木)13：30～ 東京社保協第５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  

今月は特にありません。 

（２）加盟団体・友諠団体の総会・学習会など  

①７月29日(土)10：00～ 東京地評学習会…相川 

②８月16日(水)18：00～ 豊島社保協国保学習会・審査請求決起集会…寺川 
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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 8月4日(金)14：00～   資料：１ 

②「2017介護フォーラム」  チラシ別紙 

日時 10月8日(日) 13：00～ 

会場 東京労働会館７階 ラパスホール 

③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（7月末集約、現在270か所

から集約） 

④11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

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。        

⑤中央社保協が介護保険制度改定に関する厚労省レクチャを8月30日（水）13時から開催 

⑥次回事務局会議 9月5日（火）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 8月22日(火) 13：45～  

②大塚駅前署名・宣伝行動 8月22日（火）12：00～13：00 5団体20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。 

④9月24日を中心に宣伝ウィークを設定 

④次回事務局会議  9月12日（火）13：45～ 3階民医連会議室 

⑤大塚駅宣伝行動  9月12日（火）12：00～13：00 大塚駅北口 

３）都民連   

①第21回総会 ８月25日（金）15：00～16：30 

②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) 

③第１回世話人会 10月13日(金) 13：30～ 東京労働会館５階地評会議室 

４）オリパラ都民の会第44回運営委員会   

①第44回運営委員会 ８月18日(金)13：30～  資料：２ 

②選手村現地視察と「晴海選手村土地投げ売り問題」学習会  チラシ参照 

  日時 ８月３０日(水)17：00～現地視察 18：30～学習会 

  会場 視察集合場所：晴海客船ターミナル１Ｆ 

     学習会：ホットプラザはるみ２Ｆ 

③９月に共産党都議団と懇談会を開催 

④第45回運営委員会 ９月22日(金) 13：30～ 東京労働会館5階会議室 
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５）生存権裁判を支える東京連絡会 

次回幹事会 10月６日(金) 10：30～ 東京労働会館５階地評会議室 

６）東京高齢期運動連絡会 

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 

１、情勢の特徴 

１）８月８日臨時都議会で体制決まる   

７月の都議選結果を踏まえ、８月８日臨時議会が議会の体制、各会派の体制が決まりま

した。社保協に直接かかわりが多い、厚生委員会の構成は以下の通りです。各会派の役員

一覧は資料集を参照してください。 資料：３～５ 

委員長…伊藤こういち（公明、品川区、４期目） 元品川区職員、公明党都本部労働局長 

副委員長…桐山ひとみ（都民、西東京市、１期目） 元新体操選手、西東京市議会５期 

和泉なおみ（共産、葛飾区、２期目） 社労士、葛飾社保協副会長 

理事…遠藤守（公明、大田区、４期目） 元公明党国際局、元公明新聞記者、公明党都本

部都民運動局長 

   小宮あんり（自民、杉並区、３期目） 元石原伸晃秘書 

   山内晃（都民、品川区、２期目） 品川区議３期、都議１期は自民党 

委員…古城まさお（公明、新宿区、１期目） 公明党都本部広報宣伝局・青年局 

   藤田りょうこ（共産、大田区、１期目） 看護師 

   龍円あいり（都民、渋谷区、１期目） 元テレビ朝日アナウンサー 

   鳥居こうすけ（都民、杉並区、１期目） 東京医科大学客員教授 

   つじの栄作（都民、小金井市、１期目） 精神科医、後楽園クリニック医院長 

   舟坂ちかお（自民、葛飾区、２期目） 元葛飾区議会議長 

   高橋のぶひろ（自民、小平市、４期目） 元小平市議 

   岡本こうき（都民、北多摩２区（国分寺・国立市）、１期目） 弁護士 

２）平成 29年度東京都最低賃金の 26円引き上げを答申   資料：６～９  

東京地方最低賃金審議会は、東京都最低賃金を26円引き上げて、時間額958円に改正す

る答申を行いました。この答申は、中央最低賃金審議会の「平成29年度地域別最低賃金額

改定の目安について（答申）」で示された金額です。 

人口を加味した全国加入平均は、前年度比25年増の848円ですが、全国的な運動になっ
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ている「直ちに1000円に」の声には程遠いものです。 

３）国保料 (税)の統一化、９府県に   資料： 10 

８月17日付日経新聞の報道によると、来年４月以降の国保財政の都道府県移行に伴っ

て、県内統一国保料(税)を検討しているのは、宮城、山梨、富山、静岡、滋賀、大阪、奈

良、広島、佐賀の９府県であることが明らかになりました。 

東京都は都内自治での国保料(税)格差が3.3倍あり、アンケートへの回答で「23区と多

摩地域や島しょ部は医療費などの格差が大きく、直ちに統一するのは困難」と回答してい

ます。県内格差が3.6倍と全国でもっと大きい長野県も「統一は慎重に進める必要があ

る」と回答しています。現段階で具体的に検討していないとの回答は31都府県、未定が7

道県でした。 

 

２、当面の重点課題 

※以下の情勢、課題について提案を受け、議論を経て、承認しました。第46回東京社保

学校は8月27日に開催したので、参加者の内訳を報告します。 

（１）中央社保協の秋以降の方針  

１）２０１７年度の運動の基調 （第61回全国総会方針より） 

① 「社会保障・社会福祉は国の責任で 憲法25条を守ろう」のスローガンのもと、安倍

自公政権による社会保障解体攻撃に反撃し、医療・介護大運動を発展させ、社会保障拡

充を求める大運動を発展させましょう。 

② 2018年度に向けて、制度の「改革」が目白押しです。医療・介護報酬の同時改定、後

期高齢者保険料の改定、地域医療計画、医療費適正化計画、国保財政の都道府県移行

（都道府県単位化）、第７期介護事業計画、「我が事・丸ごと地域共生社会」への計画等

が進められます。地域からの実態と要求に基づいた「権利としての社会保障制度」を掲

げて、運動を大きくつくり上げましょう。 

③ ８時間労働で人間らしく生活できるすべての労働者の賃上げ、年金、生活保護など、

最低生活保障の制度改善こそが、今、求められています。社会保障分野の運動は、利用

者・家族のみならず、労働者・事業者が連帯できる課題でもあります。「社会保障の充

実は景気を循環させる」ことに展望を持って、人間らしい生活と地域づくりに奮闘する

とともに、関係する団体・個人、労働組合等との共同を広げます。 

④ 安倍政治ＮＯ！の声を大きく、世論を私たちの要求と声で作り上げましょう。安倍政

権が掲げる憲法改悪路線の国つくりにＮＯ！を突き付け、国民の中に広がる市民と野党

の「共同」の前進にしっかりと連動し、その中で社保協の役割を発揮していくことが重

要です。 

⑤ 全国通津浦々に社保協の旗を立て、たたかう砦としての社保協の役割を発揮し、地域

社保協の結成に奮闘し、地域の共同の取り組みを強めます。 
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２）2018年に取り組む新署名について 

新署名は、９月13日の中央社保協第１回運営委員会で決定します。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。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。 

（２）第 194臨時国会に向けて  

第194臨時国会は、安倍首相の外遊日程などから、9月下旬召集と報道されています。臨

時国会の最大の争点は、自民党を中心とする憲法「改正」案の憲法審査会への提出です。

憲法「改正」では、衆参で圧倒的多数での発議でなくては国民投票での成立は見込めない

ことから与党の公明党、改憲派の日本維新の会に加えて、民進党や無所属議員を取り込む

駆け引きが、予想されます。市民と野党の共同を発展させ、民進党が明確に改憲反対の立

場に立ち続けるように働きかけることが重要です。 

また、「働き方改革」の名による「残業代ゼロ法案」「過労死基準を上回る残業時間上限

規制」「格差を固定化する同一労働同一賃金」などの労働法制の一括法案化の動きもあり

ます。労働法制改悪は、今以上の過労死・自死、貧困格差の拡大、不安定雇用の増大を招

き、社会保障制度の解体にも直結します。 

１）国会行動 

① 定例の国会前集会に積極的に参加します。 

② 東京地評、東京土建などと共同した院内集会、国会議員要請に取り組みます。 

２）改憲阻止に向けて 

総がかり行動実行委員会を中心に、国会前集会・座り込み、議員要請、集会などが計画

されています。また、11月3日（祝）には10万人規模の取り組みが予定されています。各

行動が具体化した時点で事務連絡でお知らせします。 

３）労働法制改悪阻止の取り組み 

安倍政権は秋の臨時国会で「残業代ゼロ」法案を狙っています。法案の「高度プロフェ

ッショナル制度」（「残業代ゼロ制度」）の最大の問題は、労働時間規制を完全になくすこ

とにあり、文字通り日本の労働法制を根幹から覆すものです。一方、野党４党は、長時間

労働を規制する法案を国会に共同で提出しています。労働者・市民と野党との共同の力

で、「残業代ゼロ」法案を撤回させ、長時間労働規制の法改正の実現が必要です。 

①労働法制改悪阻止！決起集会 

 日時 10月25日（水）18：30 

場所 日比谷野音 

主催 雇用共同アクション 

②請願署名「過労死と職場における差別の根絶を求める国会請願署名」 別紙 

 秋の臨時国会に上程される改悪法案との闘いに向け、７月下旬から取り組まれている新
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たな請願署名に取り組みます。地域社保協には社保協から２枚程度送付します。地評加盟

の労組には地評から送付します。労組以外の加盟団体は個別に調整します。 

第一次集約は10月中旬、第2次集約11月中旬。 

（３）都議会対策  

１）都議会第３回定例会開会日行動 

日時 ９月20日(水) 12：15～12：45 

会場 都庁第一庁舎前歩道   ※社保協ののぼり旗を持参してください。 

２）小池都知事要請 

日時 ９月20日(水) 11：30～12：00  11：20集合 

集合 都庁第１庁舎１階ロビー 

３）各会派への要請・懇談 

７月の都議会議員選挙において会派構成が大きく変化しました。新たな議会構成のも

と、社保協として各会派に要請・懇談の申し入れを行います。 

（４）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。9月に署

名用紙、ハガキ付チラシ（受取人払い）は地域社保協に一定数送付します。 

２）宣伝行動 

８月 14日 (月 )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15人）、中央社保協

６人の合計25人が参加し、

介護街頭相談会は６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25筆、

署名ハガキ付チラシ約1,700

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、８月まで７回取り組

宣伝行動での対話から 

〇７０代女性「東京土建にアパート（先日のヒョウで屋根に穴があい

た）の修理を依頼。文京区から助成金が出るようにとお地蔵さんにお参

りに。東京土建の旗が立っていたので声をかけた。幸先がいい。」（この

方は敗戦直前に父母死亡し、現在は生活保護利用して生活。「病気のこ

とや心配ごとは絶えない」と） 

〇民間の保険会社勤務の２０代男性「午前の仕事が終わって宣伝行動に

遭遇、これから社会保障がどうなるのか？その仕組みが知りたい！と気

になって弁士の話を聞いていた。」介護保険が改悪された内容を聞き、

「それは大変だ」と署名をしてくれた。 

〇男性「これ以上社会保障を悪くしないで欲しい」と署名 

〇ティッシュを受け取った女性は「これから社会保障がどうなるの？社

保協って何？」と質問し、税金の集め方が不平等であること、「申告所

得に対する税・社会保険料の負担率」のグラをみせ１億円をピークにさ

がっていることを示すと、「アラー、ほんとね！」と納得し署名 
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み、延べ209人、414筆の署名、28件の介護相談、20,600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 ９月14日(木) 10：00～11：00 ←定例の時間と違います。注意を 

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。 

（５）相談活動ハンドブック２０１７年版の作成  

① 初校を戻し、現在最高待ちです。9月下旬を目途に作業をすすめています。 

② 見積りは仮に前回と同じ、15,000部で行っていますが、各団体で購入部数を連絡くだ

さい。発行後に注文も受け付けます。 

③ 頒布価格を1部100円、卸値を80円とします。 

（６）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  チラシ別紙 

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。 

⑤第６回実行委員会 ８月24日(木)16：15～ 東京労働会館５階会議室 

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
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る、会議は公開で傍聴を認める事は公表されています。都福祉保健局に問い合わせたとこ

ろ、被保険者代表は公募はしない、委嘱先は検討中、第１回協議会は９月開催で調整中だ

が、日程は決まっていない、開催１週間前くらいにＨＰで告知する」とのことでした。 

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。 

共産党都議団を通じて、10月に福祉保健局にレクチャ開催を要請します。 

３）国保パンフを活用した学習会を改めて提起します 

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。 

（７）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 11月11日（土） 

会場 東京労働会館内会議室３階民医連会議室 

主催 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 10月22日（日） 13：00～16：30 

会場 プラザフォレスト（林野会館）  定員210人 

内容 シンポジウム「介護保険の現状と課題、改善方向を探る」 

（８）築地市場の豊洲移転問題   

８月28日から９月５日の臨時都議会で、豊洲市場の土壌汚染の追加対策工事費や築地の

再開発工事に向けた検討費として73億円の補正予算を審議します。「豊洲移転中止署名を

すすめる会」はこの臨時都議会を受け、８月30日に役員会を開催し、今後の取り組みを具

体化します。社保協では、会の方針に結集し取り組みます。 

（９）第 46回東京社保学校   

第46回2017年８月27日(日) 23団体50人、34地域社保協078人、その他６人 合計134人 

第45回2016年10月16日(日) 24団体64人、30地域社保協069人、その他３人 合計136人 

第44回2016年５月29日(日) 17団体49人、23地域社保協055人、その他４人 合計108人 

第43回2015年７月20日(祝) 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2014年７月19日(土) 18団体55人、29地域社保協085人、その他５人 合計146人 

第41回2013年９月15日(日) 19団体37人、34地域社保協077人、その他８人 合計122人 

第40回2013年５月11日(土) 15団体50人、33地域社保協086人、その他６人 合計142人 
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第39回2012年７月15日(日) 22団体86人、37地域社保協134人、その他８人、合計228人 

第38回2011年７月２日(土) 合計115人 

第37回2010年５月22日(土) 合計135人 

（ 10）マイナンバー制度反対連絡会第３回総会   チラシ別紙  

日時 ８月31日（木）18：00～20：30 

会場 全労連会館３階会議室 

講師 山添拓参議院議員（国会報告とあわせて、共謀罪とマイナンバー制度の関連性に

つて主に報告します） 

 

３、要請事項、その他 

（１）第 28回東京高齢者のつどい   チラシ別紙  

日時 ９月22日(金) 10：00～16：30 

会場 分科会 10：00～ 東京土建杉並支部会館ホール 

   全体会 14：00～ 杉並公会堂第ホール 

◎分科会 

 第1：高齢者のねがいと要求を実現する地域活動と地域連絡会づくりの課題 

 第2：ひとりぼっちにしない、させない～実践の交流とあすからできるとりくみ 

 第3：若者、現役は高齢者に何を思うか?高齢期運動の飛躍と世代間連帯をめざして 

◎全体会 

 「これからの日本、これからのわたしたち～憲法を守り、社会保障の充実をめざす」      

   講師：日野秀逸氏（東北大学名誉教授） 

参加費 700円 

（２）「第 19回肢体障害者全国交流集会 2017in福岡」支援の要請  

10月14・15日に開催する「第19回肢体障害者全国交流集会in福岡」成功に向けて支援募

金と集会パンフレットへの広告掲載の要請が来ています。要請に応え、募金1口（1万

円）、広告１マス（5千円）に応じます。 

（３）関東大震災メモリアルシンポジュウムの紹介   チラシ別紙  

関東大震災メモリアルシンポジュウム「防災法制と公的責任」を革新都政をつくる会と

東京災害対策連絡会の共催で開催されます。 

日時 ９月29日（金）18：30～ 

会場 文京区民センター３階 

資料代 ５００円 

（４）第 12回東京地方自治研究集会の打ち合わせ会議  

第12回東京自治研は、2018年秋に開催します。開催に当たって約１年前から打合せを重
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ねていきます。10月第１回打ち合わせ会議を行います。 

（５）東京社保協常任幹事会日程  

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 

第９回常任幹事会 １月18日（木）13：30～ 未定 

※12月の第4週木曜日が28日になりますので、中止して、１月を１週早めて開催した

らどうでしょうか 

（６）加盟団体・友諠団体の学習会、総会あいさつなど  

①８月24日(木)18：30～ 小平社保協第18回総会…相川 

②８月25日(金)18：30～ 渋谷社保協総会・学習会…相川 

③８月30日(水)18：00～ 日野社保協第21回総会…相川 

④９月２日(土)13：30～ 八王子社保協国保問題学習会…寺川 

⑤９月３日(日)09：30～ 福祉保育労東京地本大会…寺川 

⑥９月15日(金)18：30～ 東久留米社保協国保問題学習会…寺川 

⑦９月15日(金)18：30～ みたか・武蔵野・高齢者の集い…相川 

⑧９月17日(日)13：00～ 渋谷母親大会分科会…相川 

⑨９月25日(月)13：00～ 東京土建本部社保対部会学習会…寺川 

⑩10月５日(木)18：30～ 渋谷社保協国保学習会…寺川 

⑩11月８日(水)     都生連大会…寺川 

⑪11月17日(金)14：00～ 杉並高齢者の集い・学習会…寺川 

⑫12月10日(日)     東京母親大会…寺川 

（７）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）  

８月 

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)13：00～ 厚労省介護保険レクチャー 

13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第４回幹事会 

18：00～ 日野社保協第21回総会  

３１日(木)18：00～ マイナンバー制度反対連絡会第３回総会 

９月 

 １日(金)13：30～ 都民生活要求実現実行委員会 
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 ２日(土)13：30～ 八王子社保協国保学習会 

 ３日(日)09：30～ 福祉保育労大会 

 ５日(火)14：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

７日～９日（木～土） 第45回中央社保学校 

１１日(月)10：00～ 社会保障誌編集委員会 

１２日(火)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 

１３日(水)13：00～ 中央社保協第１回運営委員会 

１４日(木)10：00～ 巣鴨駅前宣伝 

     10：00～ 私たちの求める医療介護実行委員会 

１５日(金)18：30～ 東久留米社保協国保学習会 

     18：30～ みたか・武蔵野・高齢者の集い 

１７日(日)13：00～ 渋谷母親大会 

２０日(水)11：30～ 小池都知事要請 

12：15～ 都議会第３回定例会開会日行動 

２２日(金)10：00～ 第28回東京高齢者のつどい分科会 

13：30～ オリパラ都民の会第45回運営委員会 

14：00～ 第28回東京高齢者のつどい全体会 

２５日(月)13：00～ 東京土建本部社保対部会学習会 

２７日(水)14：00～ 東京高齢期運動連絡会幹事会 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第６回常任幹事会 

     18：00～ ジャンパー事件調査団会議 

２９日(金)18：30～ 関東大震災メモリアルシンポジュウム 

10月 

 １日(日)10：00～ 国保・医療なんでも無料電話相談会 

 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 

 ８日(日)13：00～ 2017介護フォーラム 

１０日(火)15：00～ 社会保障誌編集委員会 

１３日(金)13：30～ 都民連第１回世話人会 

１４日(土)11：00～ 巣鴨地蔵通り商店街入り口大宣伝行動 

１７日(金)14：00～ 杉並高齢者の集い 

１９日(木)12：30～ 憲法いのち社会保障まもる国民集会 

２０日(金)12：30～ 年金フェスタ 

２２日(日)13：00～ 2017年介護全国学習交流集会 

２５日(水)18：30～ 労働法制改悪阻止!決起集会 

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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 ８日(水)     都生連大会 

１１日(土)10：00～ 介護・認知症なんでも電話相談会 

１６日(木)18：30～ 立川事件調査団 

１７日(金)14：00～ 杉並高齢者のつどい 

３０日(木)13：30～ 東京社保協第８回常任幹事会 

12月 

 ６日(水)13：00～ 中央社保協第４回運営委員会 

１０日(日)     東京母親大会 


	１、活動報告
	２、中央社保協、地域社保協の取り組み
	（１）中央社保協
	（２）加盟団体・友諠団体の総会・学習会など

	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
	２）消費税廃止東京各界連絡会
	３）都民連
	４）オリパラ都民の会第44回運営委員会
	５）生存権裁判を支える東京連絡会
	６）東京高齢期運動連絡会

	４、会計報告
	１、情勢の特徴
	１）８月８日臨時都議会で体制決まる
	２）平成29年度東京都最低賃金の26円引き上げを答申　　資料：６～９
	３）国保料(税)の統一化、９府県に　　資料：10

	２、当面の重点課題
	（１）中央社保協の秋以降の方針
	１）２０１７年度の運動の基調　（第61回全国総会方針より）
	２）2018年に取り組む新署名について

	（２）第194臨時国会に向けて
	１）国会行動
	２）改憲阻止に向けて
	３）労働法制改悪阻止の取り組み

	（３）都議会対策
	１）都議会第３回定例会開会日行動
	２）小池都知事要請
	３）各会派への要請・懇談

	（４）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
	２）宣伝行動
	②巣鴨とげぬき地蔵入口宣伝
	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

	（５）相談活動ハンドブック２０１７年版の作成
	（６）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　　チラシ別紙
	２）2018年度の国保財政の都道府県への移行に向けて（再掲）
	３）国保パンフを活用した学習会を改めて提起します

	（７）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
	２）2017年介護全国学習交流集会

	（８）築地市場の豊洲移転問題
	（９）第46回東京社保学校
	（10）マイナンバー制度反対連絡会第３回総会　　チラシ別紙

	３、要請事項、その他
	（１）第28回東京高齢者のつどい　　チラシ別紙
	（２）「第19回肢体障害者全国交流集会2017in福岡」支援の要請
	（３）関東大震災メモリアルシンポジュウムの紹介　　チラシ別紙
	（４）第12回東京地方自治研究集会の打ち合わせ会議
	（５）東京社保協常任幹事会日程
	（６）加盟団体・友諠団体の学習会、総会あいさつなど
	（７）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）


