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第48期第10回常任幹事会 報告 

日時 2019年２月28日(木)13：30～ 

会場 東京労働会館５階地評会議室 

出欠：須田、白滝、石村、芝宮、椎橋、西川、寺川、相川、阿久津、西坂、窪田、小形、

深沢（今井）、西銘、加藤、佐藤、杉山、植松、佐々木、木村、佐田、酒井、加藤、 

坂本、名越、菅谷、吉野、岡本、森松、前沢 18/30（下線欠席）議長：相川次長 

傍聴：高橋 

13：30～16：00 第10回常幹 

 

１、活動報告 

１月 

２７日(日)13：00～ 三医研・研究交流集会 

２８日(月)12：00～ 第198通常国会開会日行動 

     14：30～ 新生存権裁判東京弁護団会議 

18：00～ 中央社保協第７回代表委員会 

３０日(水)14：30～ 東京民医労多摩北部支部学習会 

２月 

 １日(金)10：30～ 2.1高齢者中央集会 

 ３日(日)14：00～ 山梨県北杜市学習会 

 ６日(水)12：15～ 定例国会行動 

13：30～ 中央社保協第７回運営委員会 

13：30～ 新生存権裁判東京地裁前宣伝行動 

     14：30～ 新生存権裁判東京第２回期日 

     16：30～ 新生存権裁判東京報告集会 

８日(金)13：00～ 都民連第３回世話人会・2019年度都予算案学習会 

１４日(木)12：00～ 巣鴨駅前「４の日」宣伝 

14：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

 １５日(金)13：30～ オリパラ都民の会第56回運営委員会 

１９日(火)13：00～ 都議会厚生委員会 

２０日(水)12：15～ 都議会第１回定例会開会日行動 

     12：15～ 定例国会行動 

     14：30～ 「都政黒書」作成委員会 

２２日(金)09：00～ 消費税廃止東京各界連絡会キャラバン宣伝 

     13：45～ 消費税廃止東京各界連絡会事務局会議 

２５日(月)18：00～ 中央社保協第８回代表委員会 

２７日(水)13：30～ 東京高齢期運動連絡会第27回総会 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第10回常任幹事会 
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２、中央社保協、地域社保協の取り組み 

（１）中央社保協   資料： 1～ 11 

２月６日(水)13：30～ 中央社保協第７回運営委員会 

２月20日(水)12：00～ 署名提出行動 25条署名82,660筆 介護署名163,318筆 

（２）加盟団体・友諠団体の総会・学習会など  

①１月27日(日)13：00～ 三医研・研究交流集会…相川 

②１月30日(水)14：30～ 東京民医労多摩北部支部生活保護学習会…寺川 

③２月３日(日)14：00～ 山梨県北杜市国保学習会…寺川 

④２月20日(水)15：00～ 健友会西荻窪診療所学習会…相川 

⑤２月22日(金)18：30～ 葛飾社保協第24回総会…相川 

３、共闘団体報告      

（１）介護をよくする東京の会第１２回事務局会議   

①事務局会議 2月14日(水)14：00～  資料：12 

②３月３日(日)の2019介護交流集会・総会の内容確認と今後の調整・確認事項を議論し

た。なお、内容は報告と交流をメインに行うことにしました。 

③「4の日」宣伝の参加組織を確認 

④分担金の請求を確認した。 

⑤次回事務局会議 3月3日(日)  総会終了後（ラパスホール） 

（２）消費税廃止東京各界連絡会   資料： 13～ 14 

①事務局団体会議 2月22日(金) 13：45～ 

②キャラバン宣伝行動の次回の日程・内容を確認した 

※３月25日(月)10：00～16：00で実施（別紙） 

※10％ネット国会要請行動 3月20日（水）13：30～ 参議院101会議室 

③次回事務局会議 ４月４日(木)13：45～  東京自治労連会議室 

④大塚駅宣伝行動は４月４日12：00～12：45 大塚駅 

（３）都民連第３回世話人会    

①世話人会 ２月８日(金)13：00～  資料：15～17 

②2019年度東京都予算案の学習  

③次回世話人会 ４月５日(金) 13：30～  

(４)生存権裁判を支える東京連絡会  

①裁判期日 

 第３回 ５月15日(水)14：30～ 東京地裁103号法廷 
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 第４回 ９月４日(水)14：30～ 東京地裁103号法廷 

②第2回期日 ※ニュース参照  資料：18～20 

日時 ２月６日(水)13：30～ 

場所 東京地裁前   

③次回第5回幹事会 ４月23日(火)13：30～ 労働会館５階会議室  

(５)オリパラ都民の会第 56回運営委員会   資料： 21～ 25 

①２月15日(金)13：30～ 東京労働会館６階応接室 

②贈賄疑惑に関する申し入れ 

  申し入れ先：東京都知事、大会組織委員会、ＪＯＣ、スポーツ庁 

③シンポ「ジャーナリストから見た晴海選手村土地投げ売り疑惑」 

  日時 ３月５日(火)18：00～ 

  会場 西大島総合区民センター（都営地下鉄新宿線「西大島」Ａ４出口徒歩１分） 

④次回運営委員会 ３月22日(金) 13：30～ 東京労働会館６階応接室 

(６)東京高齢期運動連絡会  

①東京高齢期運動連絡会 第27回総会（52人参加）  

日時 ２月27日(水)13：30～ 東部区民事務所 

②２.１高齢者中央集会が、２月１日(金)10：30～15：00の日程で衆議院第１議員会館大 

会議室で開催され190人が参加し、署名は約25万筆の集約となった。 

  

４、都議会厚生委員会での「いのちと健康を脅かす高すぎる国保料

(税)の引き下げを求める」陳情の審査 

 「いのちと健康を脅かす、高すぎる国保料（税）の引き下げを求める」都議会への陳情

を、19,457筆の署名とともに提出しました。 

 ２月19日(火)午後１時に開催された都議会厚生委員会では、共産党の白石たみお都議

が、「高すぎる国保料(税)に国保加入者は悲鳴を上げている。高すぎる国保料(税)が原因

で生活が困難になり滞納を余儀なくされている。国保の財政運営に責任を持って行いる都

として、国保料(税)引き下げのために財政支援を行うべき」と発言しました。 

 しかし、委員会では他の委員は一切発言せず審議は打ち切られ、共産党２人の賛成のみ

で不採択となりました。なお、この委員会には30人を超える都民が傍聴しました。 

 

５、都議会第１回定例会開会日行動と都知事要請 

①都知事要請 

 都知事要請は開会日行動の前段で行い、障都連、東京土建、福保労、都立病院の充実を

求める会から７人が参加し、障害者雇用の促進や都立病院の独法化問題などについて要請

しました。 
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②都議会開会日行動 

 都議会第１回定例会開会日の２月20日(水)に行動を行い、都庁前に約250人が参加し、

個人請願は1,311人分を提出しました。 

 集会は、日本共産党都議団星見てい子都議（目黒区選出）が連帯あいさつを行い、築地

市場跡地問題で議会が開会できない状況が報告されました。合わせて、東京土建の小坂剛

さんが建設労働者の低賃金実態を告発し、東京高連の菅谷正実事務局長が75歳窓口負担原

則２割化問題と高すぎる国保料問題について訴えました。 

 

６、会計報告   

省略 

 

２、協議事項 

１、情勢の特徴 

（１）県民の民意を重く受け止め新基地工事の中止を  

２月24日、名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、反対の

民意が明確に示されました。特定の基地建設を巡り、民主主義で定められた制度によって

県民が自ら意思表示をしたのは初めてのことです。 

法的拘束力はありませんが、有権者の過半数が投票し、43万人を超える人々が新基地建

設にノーを突き付けたという事実を政府が無視することは断じて許されません。 

 政府はこの結果を尊重し、まずは県民投票の結果をありのままに米国に伝え、新基地建

設工事を直ちに中止すべきです。市街地の真ん中にある米軍普天間飛行場は、県内移設を

伴わない全面返還に方針を転換し米側と交渉するべきです。 

当日有権者数：1,153,591人 

投票率：52.48% 

投票総数：605,385票 

有効票数：601,888票（99.42%）  

賛成：114,933票（18.99%） 

反対：434,273票（71.74%） 

どちらでもない：52,682票（8.70%） 

無効票数：3,497票（0.58%） 

（２）自民、改憲「Ｑ＆Ａ」作成し、国会議員に配布  

資料の題名は「日本国憲法改正の考え方 『条文イメージ（たたき台素案）』Ｑ＆Ａ」

で、同党憲法改正推進本部が作成。改憲素案への疑問に答える体裁です。 

Ｑ＆Ａは、①９条への自衛隊明記の理由、②緊急事態条項の導入、③参議院の合区解

消、④教育の充実、の４項目でまとめています。 
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焦点の９条について素案は、「必要な自衛の措置をとることを妨げず」「内閣総理大臣を

最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する」という条文を加えます。この追加についてＱ

＆Ａは、「自衛権行使の範囲を含め（中略）これまでの憲法解釈についても全く変えるこ

となく」と説明しています。しかし戦力不保持と交戦権の否認を明記した憲法に自衛隊を

書き込めば、９条の空文化につながり、海外での武力行使が無制限になってしまいます。 

１月23日に、全国にある衆院小選挙区支部のすべてに「憲法改正推進本部」の設置を急

ぐよう文書で党国会議員、都道府県連に通知し、２月９日には党国会議員に、自民党改憲

の考えを記した「憲法ビラ」を配布しています。 

安倍首相は自民党大会（２月10日）で市町村の「６割以上が（自衛隊員募集の）協力を

拒否している」などと主張し、憲法に自衛隊を明記しようと呼びかけました。自民党政調

会は、これに呼応して２月14日に党国会議員に文書を出し、地元自治体が自衛隊募集に協

力しているか確認するよう圧力をかけています。 

（３）小池知事が公約違反の「築地再開発を表明」  

東京都議会第１回定例会は開会日の２月20日、築地市場跡地を市場会計から一般会計に

売却（有償所管換え）する2018年度補正予算案の審議をめぐって、自民、共産、立憲・民

主など四会派と無所属２人が従来発言から方針が変わったとして、委員会での一問一答形

式で説明責任を果たすよう求め空転しました。11時間遅れで、小池百合子知事との一問一

答形式での審議を行うことで全会派が合意し、同日深夜から21日未明にかけて本会議を再

開しました。 

小池百合子都知事は２月21日未明の都議会本会議で施政方針を表明し、「築地は守る」

の約束を破って、築地市場跡地（中央区）に国際会議場などの集客拠点を整備する方針案

を示しました。知事は2017年６月の「基本方針」で「築地は守る」「食のテーマパーク機

能を有する新たな市場」と表明しましたが、今年１月の「築地まちづくり方針素案」では

市場機能を一切盛り込まず、築地市場跡地を国際会議場・展示場や高級ホテルなどを中核

とした集客拠点として再開発すると打ち出しました。 

知事は施政方針で「築地は守る」の約束には一言もふれず、３月末までに方針を取りま

とめ「築地を、先進性と国際性を兼ね備えた東京の新たな顔として育てたい」とし、市場

跡地を市場会計から一般会計に有償所管換えするとした上で、「民間事業者の参画意欲を

早期、最大限に引き出すため、事業実施の具体的な検討に着手する」と述べました。 

（４）豊洲市場の地下水から 130倍のベンゼンを検出  

東京都豊洲市場（江東区）の地下水から環境基準の最高130倍もの発がん性物質ベンゼ

ンが検出されたことが２月７日分かりました。都が約束していた「無害化」が果たされて

おらず、高濃度の汚染が依然として深刻な状態にあることを示しています。 

都が2018年11月～今年１月に実施した調査結果によると、ベンゼンが三つの街区33か所

の測井戸のうち24か所で環境基準（水１リットルあたり0.01ミリグラム）を超え、最高は

青果売場棟がある５街区で基準の130倍の1.3ミリグラムでした。 

検出されてはならない猛毒のシアンは31か所中24か所で検出され、最高で水産仲卸売場
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棟がある６街区で見つかった検出下限値（１リットルあたり0.1ミリグラム）の14倍の1.4

ミリグラムでした。ヒ素（環境基準は0.01ミリグラム）は18か所中14か所で基準を超え、

濃度が最も高かったのは６街区の井戸で、１月に検出した0.044ミリグラムでした。 

（５）参議院選に向け６野党・会派で３点の合意  

 立憲民主党、国民民主党、日本共産党、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」、

自由党、社民党の６野党・会派の書記局長・幹事長が２月20日会談し、参院選１人区の候

補者調整を①32の１人区の候補者調整を速やかにスムーズに行い、６党・会派の書記局

長・幹事長会談を２週間に１回、定期的・精力的に行い、調整ができた選挙区は、そのつ

ど発表する、②市民連合との政策協定の議論を速やかに始める、③衆参同日選を視野に入

れ、意見交換・情報共有をしながらすすめる、という3点の合意が得られました。 

 

２、当面の重点課題 

（１） 25条署名の取り組みと２０１９年新２５条署名  

２月14日は、東京25人（内土建16人）、中央23人の48人が参加して、ＪＲ巣鴨駅前で、

12時から１時まで宣伝を行い、署名77筆（25条署名）、ティッシュ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「４の日宣伝」は、2017年２月からスタートし、２

月まで22回、延べ817人、2,041筆の署名、67件の介護相談・年金相談、約82,900個のハガ

キ付ティッシュを配布しています。 

①地域社保協にプラスターの活用を（再掲） 

宣伝行動を成功させるためにブラスター３種類を地域社保協に送付しました。裏張りを

して宣伝行動で活用してください。地域社保協は無料です。追加の頒布料は、3枚セット

で千円です。 

②以降の「4の日」宣伝予定（2019年前半までの予定） 

①ＪＲ巣鴨駅前宣伝（12：00～13：00） 

３月14日(木)、５月14日(火)、６月14日(金) 

※４月14日は日曜日のため、ロングラン宣伝を予定していましたが、区市長・議員選挙

の告示日のため、中止します。 

③各地域社保協では独自・共同の宣伝（再掲） 

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。 

④「国民負担増をストップし、国の責任で社会保障制度の拡充を求める請願」署名（新25

条署名）都内各地で 

① 東京社保協、東京土建、東京地評、東京民医連の連名で、Ａ４版署名用紙18万1500

部、署名ハガキ付チラシ（受取人払い）18万部の合計36万1500部を作成しました。今年
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は、中央段階で新たな署名を作りませんので、地域社保協・加盟団体もこの署名用紙を

活用してください。 

② 目標を30万筆として全ての地域社保協、都団体が、まず役員・構成員で署名し、基礎

的な数を集約しましょう。 

③ 引き続き中央社保協と共同して「4の日」宣伝として毎月14日に巣鴨駅（ロングラン

宣伝は地蔵通り商店街入口）での宣伝に取り組みます。9の日宣伝や消費税宣伝などと

連携して宣伝を行いましょう 

④ 節の設定 

第１節 ４月のいっせい地方選までを第１節とし、社会保障制度の課題を選挙の争

点に押し上げ、候補者の公約に盛り込ませる。 

   第２節 通常国会終了（６月26日）まで、参議院選挙は７月４日公示、21日投票が

最も有力とされています。地方選を挟んで国政においても社会保障制度問

題を選挙の争点に押し上げましょう。 

   最終節 来年通常国会冒頭に署名提出行動を計画しますので、年内いっぱい集約し

ます。 

⑤ 集まった署名は、上記のようにこの署名は東京独自の署名ですので、東京社保協に集

中してください。 

（２）国保改善に向けて  

①都議会に向けた署名、２月１９日（火）に都議会厚生委員会で審査されました 

 都議会厚生委員会の審査経過は上記のとおりです。 

②各地域で署名、要請行動を強めましょう（再掲） 

各地域では議会請願、要請行動、議員レクチャなどに取り組むと同時に高くなった国保

料（税）の支払いが始まりました。国保相談会やアンケート活動などを行い、世論喚起、

国保法77条に基づく引き下げの運動、不服審査請求などに取り組みましょう。 

③自治体アンケートの実施  

集約を終え、現在各自治体に点検をお願いしています。 

④国保問題でのぼりを作りました  

各地域３枚１セットで送付済みです。各地域では、社保宣伝、なんでも相談会会場など

で掲げて、国保問題の関心を高め、いっせい地方選挙の争点に押し上げると同時に来年度

の国保料(税)引き上げを阻止するために網の目の宣伝を行いましょう。 

区市町村議会に請願・陳情を行い、一般会計繰入れの縮小阻止、子どもの国保料(税)削

減・廃止に向けた運動を広げます。 

（３）介護改善の取り組み  

新しい介護改善の署名は、介護をよくする東京の会を通じて団体ではすでに取り組んで

いますが、地域では国保署名など重なるため、時期をづらして２月から取り組みます。 
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取り組みは、通常国会中になります。 

（４）消費税１０％増税阻止の取り組み   

安倍内閣が今年10月実施をねらう消費税10％の中止を求める「10月消費税10％ストッ

プ！ネットワーク」（略称、10％ストップ！ネット）が結成されました。幅広い政党、団

体・個人に「10月の増税中止」の一点で共闘を呼びかけています。 

①ネットワークが提起する消費税10％増税反対署名に共同し、10月までの取り組みを強め

ます。 

②ネットワークの宣伝行動等に共同し、結集します。 

③地域で提起される共同の宣伝行動等に共同し、結集します。 

④中央社保協では「消費税10％中止」ならびに「消費税は更なる負担増」「社会保障の財

源問題」等をテーマにしたチラシ(データ)ならびに宣伝物の作成を検討し、活用を呼び掛

けます。 

（５）安倍９条改憲阻止に向けて   資料： 26～ 28 

安倍政権は９条改憲を諦めておらず、ますます前のめりとなっています。現在、衆参両

院ともに改憲派が３分の２を占めているなか、統一地方選、参院選は、改憲を巡る重要な

分岐点であり、3000万人署名運動を中心に据えて、選挙前に改憲を許さない世論を広げぬ

くことが必要です。 

年度内に2019年度政府予算が成立する見通しです。米国製兵器の「爆買い」をはじめと

する大軍拡をすすめる一方、消費税10％増税と社会保障の大幅削減といった、くらしとい

のちを脅かす予算であり認められません。「軍事費を削って、くらしと福祉にまわせ」と

の声を広げることが重要です。 

3000万署名の到達は、２月15日集約で、東京共同センター系は1,850,811筆（東京地評

は目標100万筆、到達872,720筆）の到達です。 

憲法共同センターは改憲発議を阻止するために3000万筆を集めきるまで運動を継続しま

す。こうしたことから、３月下旬は改憲阻止などをテーマに掲げた宣伝行動を展開するに

ふさわしく、時機を得たものとなります。東京全体が一体となった取り組みで宣伝行動を

成功させることで、首都東京から全国に、改憲をストップし、平和と民主主義、くらし・

いのちを守る政治へと変えていく大波をつくりましょう。 

社保協では、東京地評の取り組みに呼応して継続します。社保協・地評・土建の連名で

作成したハガキ署名（受取人払い）は地域労組（労連や労協など）、土建各支部、民医連

法人でも扱っています。地域で相談し共同の行動を計画してください。 

※行動名称“憲法９条を変えさせない。”憲法東京アクション１００（ひゃく） 

※期間   3月19日（火）を軸に、3月25日（月）までの１週間とします。 

（６） 198通常国会の取り組み  

開会日 1月28日(月)    閉会日 6月26日(水) 

【国会行動】  
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定例国会行動（中央社保協、国民大運動実委、安保破棄中央実委）の予定 

 ２月６日、２月20日、３月６日、３月20日、４月３日、４月17日、５月15日、 

 ５月29日、６月５日、６月19日 

 ※いずれも水曜日、12時15分開会、衆議院第２議員会館前 

【署名提出行動・院内集会】 

日時 ５月22日(水)11：00～ 

会場 1か月前にならないと決まりません。 

主催 東京社保協・中央社保協 

（７）７５歳以上の医療費負担の原則２割化に反対する署名    

２月25日現在、6,393筆です。 

2.1高齢者中央集会＆国会議員要請行動で提出をしました。その後の集約は、５月22日

に提出します。 

（８）選挙日程  

いっせい地方選挙 

 前半の告示日 知事選挙３月21日(木)、政令指定都市市長選挙３月24日(日)、道府県

の議員、政令指定都市の議員選挙3月29日(金) 

 前半の投票日 ４月７日(日) 

  

後半の告示日 区市首長・議員選挙４月14日(日)、町村首長・議員選挙4月16日(火) 

 後半の投票日 ４月21日(日) 

参議院選挙（予定） 

    公示日 ７月４日(木)   投票日 ７月21日(日) 

（９）第４回滞納・差し押さえ処分ホットラインの実施  

 日時 ８月25日(日)10：00～18：00  

 場所 東京労働会館５階会議室 

 実行委員会は、東京社保協の呼びかけによる実行委員会 

  フリーダイヤル 0120-110-458 

（ 10）第 49回総会対策  

①開催日・会場 

日時 2019年３月24日(日) 10：30～17：00（予定） 

会場 けんせつプラザ東京５階会議室（東京土建本部会館） 

②2018年度繰越金処分案と2019年度予算案について 

①2018年度繰越金処分案 

  省略 
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②2019年度予算案の特徴 

  省略 

③第49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。依頼書は12月28日付で送付

し、２月25日現在、保険医協会、東京土建、東京地評、東京自治労連、年金者組合、福保

労、都教組、全労済東京、西東京社保協、葛飾社保協の10団体 

④総会前段での学習会 

テーマ…「社会保障財源と消費税増税」（仮） 

講師……芝田英昭立教大学教授 

 

（ 11）第 48回東京社保学校の日程  

総会時に日程を発表します。10～11月で東京土建と日程調整を行います。 

 

３、要請事項、その他 

（１）東京社保協常任幹事会日程  

※第11回 ３月14日(木)14：00～ 労働会館５階地評会議室 

第49期（2019年度） 

第１回 ４月25日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 

第２回 ５月23日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 

（２）加盟団体・友諠団体の学習会、総会あいさつなど  

①３月２日(土)13：30～ 大阪社保協第29回総会…メッセージ 

②３月９日(土)10：00～ 東京自治労連第31回大会…メッセージ 

③３月20日(水)15：00～ 健友会中野共立診療所学習会…相川 

（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）  

３月 

 １日(金)13：30～ 私たちが求める医療・介護福祉の充実を求める実委 

６日(水)12：15～ 定例国会行動 

 ９日(土)10：30～ 中央社保協全国代表者会議 

     15：00～ 中央社保協60周年企画・学習講演 

     17：00～ 中央社保協60周年レセプション 

１３日(水)13：00～ 重税反対統一行動 

１４日(木)12：00～ 巣鴨駅前「４の日」宣伝 

     14：00～ 東京社保協第11回常任幹事会 
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１６日(土)13：00～ 滞納回見える生活困窮の実態 

２０日(水)12：15～ 定例国会行動 

２１日(木)     道府県知事選挙告示日 

２４日(日)10：30～ 東京社保協第49回総会 

          政令指定都市市長選挙告示日 

２５日(月)12：00～ 25日宣伝行動 

２９日(金)     道府県議、政令指定都市議員選挙告示日 

４月 

 ３日(水)12：15～ 定例国会行動 

 ７日(日)     いっせい地方選挙前半戦投開票日 

１４日(日)     区市長・議員選挙告示日 

１６日(火)     町村長・議員選挙告示日 

１７日(水)12：15～ 定例国会行動 

２１日(日)     いっせい地方選挙後半戦投開票日 

２３日(火)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第５回幹事会 

２５日(木)13：30～ 東京社保協第49期第１回常任幹事会（予定） 

５月 

 １日(水)     メーデー 

１４日(火)12：00～ 巣鴨駅前「４の日」宣伝 

１５日(水)12：15～ 定例国会行動 

２２日(水)11：00～ 社保協国会行動 

２３日(木)13：30～ 東京社保協第49期第２回常任幹事会（予定） 

２９日(水)12：15～ 定例国会行動 
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