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第49期第６回常任幹事会  報告  

日時 2019年９月19日(木)14：30～ 

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、窪田、阿久津、西坂、小形、

深沢(今井）、西銘、加藤(都生)、佐藤、杉山、佐々木、田村、佐田(市橋）、酒井、加藤、

坂本、名越、菅谷、吉野、岡本、森松、前沢 19/29（下線欠席）議長：窪田次長 

傍聴：斯波（都生連） 

14：30～16：00 第６回常任幹事会 

16：00～    補聴器助成制度拡充に向けての打ち合わせ 

 

１、  報告  

※以下の報告を確認しました。 

１、活動報告 

８月 

２４日～２５日（土～日） 第65回日本母親大会 

２５日(日)10：00～ 無料 国保・医療なんでも電話相談会 

２６日(月)18：30～ 2019関東大震災メモリアルシンポジュウム 

２７日(火)13：30～ 都民連総会 

２９日(木)18：30～ 小平社保協第20回総会 

18：30～ 渋谷社保協総会 

２９日～３１日（木～土）第47回中央社保学校 

３０日(金)18：00～ 日野社保協第23回総会 

９月 

１日(日)09：30～ 福保労第40回大会 

３日(火)11：30～ 都知事要請行動 

12：15～ 都議会第３回定例会開会日行動 

４日(水)13：00～ 中央社保協第１回運営委員会 

    13：30～ 新生存権裁判東京地裁前行動 

    14：30～ 新生存権裁判東京第４回期日 

    16：00～ 新生存権裁判東京報告集会 

 １１日(水)10：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

 １２日(木)13：30～ 消費税10％ストップ！ネットワーク国会内集会 

１３日(金)14：00～ 三多摩高齢期運動連絡会国保学習会 

     18：30～ 足立社保協国保学習会 

１４日(土)11：00～ 地蔵通り商店街入口「４の日」宣伝 
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１７日(火)14：00～ 東京高齢期運動連絡会常幹 

１９日(木)13：00～ 私たちが求める医療介護東京実行委員会 

14：30～ 東京社保協第49回第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   

８月29～31日 第47回中央社保学校 

９月４日（水）13：30～ 中央社保協第１回運営委員会 資料：１～９ 

（２）加盟団体・友諠団体の総会・学習会など  

①８月29日(木)18：30～ 渋谷社保協総会…西坂次長 

②８月29日(木)18：30～ 小平社保協第20回総会…メッセージ 

③８月30日(金)18：00～ 日野社保協第23回総会…中央社保学校のため欠席 

④９月１日(日)９：30～ 福保労第40回大会…西坂次長 

⑤９月13日(金)14：00～ 三多摩高齢期運動連絡会国保学習会…寺川 

⑥９月13日(金)18：30～ 足立社保協国保問題学習会…窪田 

 

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 9月11日(水)10：00～11：30 資料：10～14 

②今後の取り組みについて協議した。 

 10月6日（日）13時半開催予定の「介護学習交流集会」 

 参加目標を５０名とした。 

今後の宣伝、当日の進行、役割分担、発言者組織、参加組織などについて論議、確認し

た。 

③「4の日」宣伝9/14、10/14など今後の予定を確認した。 

④次回事務局会議 10月9日(水)10：00～自治労連会議室。 

今後の会議開催を第２水曜日10時からに定例化することを確認した。 

（２）消費税廃止東京各界連絡会   

次回事務局団体会議 9月24日(火)13:45～ 自治労連会議室 

（３）都民連    

①都議会第３回定例会開会日行動 

 ９月３日(火)12：15～ 都庁第１庁舎前歩道 

②次回世話人会 ９月30日(月)13：00～ 
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（４）生存権裁判を支える東京連絡会  

①裁判期日 

 第５回 11月６日(水)11：30～ 東京地裁103号法廷 

 第６回 １月15日(水)11：30～ 東京地裁103号法廷 

②第５回期日の行動  

日時 11月６日(水)11：30～ 

場所 東京地裁前 集合 

内容 11：00～11：30 地裁前宣伝行動・入廷行進、要請署名の提出 

   11：30～12：30 第５回口頭弁論 

   12：30～14：00 移動、昼食 

   14：00～15：00 報告集会（衆議院第1議員会館大会議室） 

③東京地裁あて要請署名  個人7,099筆  団体121団体 

④生存権裁判を支える東京連絡会第12回総会 

  日程 10月26日(土)13：30～ 

  会場 けんせつプラザ東京５階会議室 

⑤次回第７回幹事会 9月20日(金)13：30～ 

（５）都民生活要求大行動実行委員会  

①第２回実行委員会 ９月20日(金)10：00～ 東京地評会議室 

②対都要請行動 11月1日(金)9：30～ 都庁第２庁舎２庁ホール 

（６）東京高齢期運動連絡会  

①第5回常幹、9月17日(月)14:30～16:30 

②自治体要求行動の取り組み 

 ・対都要求を産業労働局へ  要請内容検討を10/11(金)14時～ 

 ・各自治体へ。全地域実施を目指す 

  世田谷、杉並、千代田、豊島、北、多摩、町田で実施。小金井予定。 

23区中間交流会 12/10（火）14時～ 

③２つの大会の成功へ 

ⅰ）日本高齢者大会 9月25日～26日、会場：福島・磐梯熱海温泉ユラックス熱海。335

人集約。 9/20(金)14時～ 実行委員会開催 

ⅱ）ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい 11月20日(水)杉並公会堂  資料：15～16 

 13：30～16：30 参加費1000円。記念講演に前川喜平さん。参加目標千名 

大会後に組織や内容について具体的な詰めを行う。 

分科会（会場は東京都生協連会館） 

第１・11月14日(木)13：30～「高齢になっても安心して住み続けられるまちづくり」 

第２・11月６日(水)13：30～「だれもが自分らしく生きる社会を考える」 

第３・11月13日(水)13：30～「人間らしく生き続けるために」 

第４・11月15日(金)13：30～「高齢者の働きがい・生きがい」 
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第５・11月19日(火)13：30～「ひとりぼっちにしたい共同墓所づくり 

 

④当面の取り組み 

・後期高齢、医療費2割負担反対の運動。大会後に新たな署名をスタート。 

・補聴器助成でアクションを起こす。すでに要請している所もある。 

①都生連で10月４日に都知事要請 

  ②常幹後、打ち合わせを行い、各自治体への要請、請願等の状況を把握し改めて方

針化することを確認 

・次期にむけて役員選考委員会の発足 

⑤厚労省前座り込み行動 

  日時 12月11日(水)13：00～13日(金)12：00 

  主催 日本高齢期運動連絡会、東京都老後保障推進協会 

⑥次回常幹 11月18日(月)14：00～ 東部区民事務所予定 

 

４、都議会第３回定例会開会日行動 

①都知事要請 

都知事要請は開会日行動の前段で行い、東京高連、年金者組合、福保労と事務局から８

人が参加し、秘書課長に知事あて要請書を手渡しました。 

②都議会開会日行動 

９月３日都議会第３回定例会が開会され、東京都庁第1本庁舎前歩道にて集会を実施

し、220人が参加しました。個人請願用紙は1,040枚集まりました。東京地評・荻原淳議長

による主催者あいさつと日本共産党・とや英津子都議の連帯あいさつ、「消費税10％増税

は断じて認められない」（東商連）、「都は、ぜんそく患者の医療費助成の負担軽減を」（東

京公害患者と家族の会）、「月１万５千円以下の年金で暮らす人から後期高齢者医療の保険

料を差押えまでしている、都独自の補助制度をつらせよう」（東京高齢期運動連絡会）と

訴えました。主催は、東京地評、都民連、東京社保協。 

 

５、会計報告   

省略 

 

2、協議事項  

※情勢・当面の課題の提起を受け討議を経て承認しました。 

１、情勢の特徴 

（１）改造内閣  12閣僚が日本会議議連幹部  

安倍首相は９月11日、自民党役員人事とともに内閣改造を行い、第４次安倍再改造内閣
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を発足させました。新閣僚には改憲・右翼団体「日本会議」と一心同体の「日本会議国会

議員懇談会」（日本会議議連）の幹部らを多数起用。安倍首相は「わが党の長年の悲願で

ある憲法改正を、党一丸となって強くすすめていきたい」（同日の党役員会）と号令をか

けました。悲願の改憲発議をめざして首相の側近を多数配置した内閣改造、党人事です。 

第４次安倍再改造内閣は、安倍首相を含め閣僚20人中12人を日本会議議連の幹部で固め

ました。 

（２）要介護１、２を給付はずしへ  

厚生労働省の社会保障審議会介護保険

部会は８月29日、来年の介護保険法改定

へ向けた議論を開始しました。厚労省

は、給付と負担の見直しの検討項目とし

て、「軽度者」（要介護１、２）の生活援

助サービスや、ケアプランの作成費用な

ど８項目を盛り込みました。 

安倍政権は、昨年末に閣議決定した「改革工程表」で、2020年の通常国会に法案を提出

し、要介護１、２の人の生活援助サービスを介護保険給付から、区市町村の裁量で実施す

る「総合事業」に移すとしています。2014年の介護保険法改悪で総合事業に移された要支

援１、２では、本人の意思と関係なく介護から「卒業」させられる事態が相次いでいま

す。要介護１、２まで保険給付から外されれば、介護保険制度は大きく変質します。法案

提出に間に合わせるため、介護保険部会は年内に報告を取りまとめる方針です。 

利用者への負担増・給付抑制のほかに、交付金をつかって自治体同士を競わせる保険者

インセンティブの強化なども盛り込みました。 

（３）自治体100超、保育園副食費を無償に  

10月からの保育・幼児教育の無償化にともない、保育料に含まれていた給食のおかずや

おやつ代にあたる副食費が、実費徴収になります。保護者や保育関係者から悲鳴があがる

なか、秋田県では半数以上、徳島県では４割以上、東京都でも４割近くなど、全国で少な

くとも100を超える自治体が無償にすることが明らかに。保護者負担軽減の動きも進んで

います。 

東京都では、53自治体（島部を除く）のうち、18区２市２町村が副食費を無償にしま

す。無償化の理由について、東京都内の各自治体は「保護者の負担軽減」（葛飾区）、「無

償化の効果減少の影響が大きくなるほか、各保育施設での徴収事務の負担増等も考慮し、

当面は公費で負担」（杉並区）、「児童福祉の向上と食育の推進」（目黒区）と説明していま

す。 

※副食費を無償化する方針の自治体 

北海道・上ノ国町、青森県・六ケ所村、岩手県・宮古市、大船渡市、遠野市、八幡平市 

秋田県・能代市、横手市、由利本荘市、にかほ市、仙北市、小坂町、三種町、八峰町、

五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、上小阿仁村、東成瀬村、宮城県・大郷町、大衡
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村、福島県・須賀川市、茨城県・城里町、境町、東京都・千代田区、新宿区、文京区、

墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、

荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、小金井市、奥多摩町、檜原村 

福井県・おおい町、長野県・飯山市、静岡県・小山町、三重県・志摩市、南伊勢町、京

都府・宇治田原町、井手町、南山城村、大阪府・太子町、兵庫県・明石市、加西市、三

木市、高砂市、奈良県・田原本町、岡山県・新見市、井原市、矢掛町、吉備中央町、広

島県・安芸高田市、三次市、庄原市、府中市、神石高原町、山口県・和木町、周防大島

町、阿武町、徳島県・鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、三好市、勝浦町、石井町、

神山町、海陽町、板野町、高知県・田野町、奈半利町、福岡県・田川市、川崎町、大任

町、香春町、長崎県・島原市、平戸市、松浦市、対馬市、五島市、雲仙市、南島原市、 

熊本県・宇城市、芦北町、津奈木町、五木村、球磨村、大分県・豊後高田市、宮崎県・ 

高原町、川南町（9月14日時点で「赤旗」として把握できた自治体。東京都は日本共産

党都議団など調べ。無償化する自治体でも、各園の副食費が自治体の補助の上限を超え

ることで保護者の負担が発生する場合もある） 

（４）さらなる自然増の抑制、負担増へ  

政府は９月20日、安倍首相が議長を務める「全世代型社会保障検討会議」の初会合を首

相官邸で開きました。年金、医療、労働、介護など社会保障全般にわたる制度「改革」を

検討し、年末に中間報告、来年夏に最終報告を取りまとめるとしています。 

会議には首相のほか、議長代理に就いた西村全世代型社会保障改革担当相、加藤厚生労

働相ら６人の関係閣僚が出席。「民間からの有識者」として、経団連の中西会長と経済同

友会の桜田代表幹事という財界のツートップと、社会保障審議会の遠藤会長や労働政策審

議会の鎌田会長ら政府内の各会議で社会保障や労働法制などの改悪をけん引してきた顔ぶ

れがそろいました。労働界や医療・介護の現場の代表者は誰一人参加していません。 

会合で首相は「『改善』にとどまることなく『改革』を進めていく」などと表明。高齢

者の働き方をめぐっては、最終的に基礎年金を３割も削減する「マクロ経済スライド」の

堅持を前提としたまま、「年齢にかかわらず働くことができる環境を整えることが必要

だ」と強調しました。 

「民間有識者」からは、高齢者の就労促進などで社会保障の「支え手」を増やすべきだ

との意見のほか、「給付と負担のあり方も含めて検討すべきだ」との主張や「医療では

『大きなリスクは共助、小さなリスクは自助』という保険本来のあり方に立ち返ることが

必要だ」などという意見もあがったといいます。 

 

２、当面の重点課題 

（１）2019年新25条署名  

９月14日(土)は、地蔵通り商店街入り口で、東京31人（内土建24人）、中央3人の人が参

加して、11時から13時まで宣伝を行い、署名219筆（新25条署名172、消費税34、憲法9条

13）、ティッシュ8,500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、９

月まで27回、延べ985人、2,398筆の署名、70件の介護相談・年金相談、約125,500個のハ



20190919第６回常任幹事会 

- 7 - 

 

ガキ付ティッシュを配布しています。 

◇対話の特徴◇ 

・５年前に大病したという女性…消費税増税は許せん。ホントに生活できなくなる。とて

も不安だ。社会保障はよくなってもらわないと困る 

・９０歳を超えたという女性…生きていてもいいことなんかないという思い。せめて安心

して死んでいけるようにならないのか。近所の知り合いと、一緒にこういう署名とか協

力していこうと話している。 

・消費税増税をなんとかしてという女性…医療も介護もどんどん改悪しながら消費税をあ

げるのが絶対おかしい。年金も減っている。 

 

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 

① ＪＲ巣鴨駅前宣伝（時間は12：00～13：00） 

11月14日(木)、１月14日(火)、２月14日(金)、 

４月14日(火)、５月14日(木) 

②地蔵通り商店街入り口宣伝（11：00～13：00） 

10月14日（月・祝）、12月14日(土)、３月14日(土)、６月14日(日) 

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  ９月18日現在 69,673筆を集約 

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 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、東京社保協に集中し

てください。通常国会終盤の５月22日に提出しました。次回は、来年の通常国会冒頭の

予定です。 
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④中央社保協作成の「お金の心配なく、国の責任で、安心して生きられる社会へ社会保障

制度の拡充を求める請願」署名（全国版新25条署名）の扱いについて 

この署名は、秋の臨時国会から来年の通常国会にかけて取り組むものです。東京では、

すでに独自の署名を東京社保協、東京地評、東京土建、東京民医連との連名による独自署

名に取り組んでいますので、秋の臨時国会では引き続き独自署名に取り組みます。 

全労連加盟労組、民医連所属法人には署名が届きますので、東京独自署名と合わせて取

り組んでください。 資料：17～18 

（２）2019秋からの共同行動強化についての行動  

中央社保協は、全国総会で以下の方針を確認し各地域での取り組みを呼びかけていま

す。 

１、社会保障拡充、社会保障予算の確保を求め、社会保障各分野で奮闘する諸団体、労働

組合に呼びかけ、年末をめどに、社会保障改善運動交流集会を、25条共同行動実行委員会

と共同で開催します。 

日時 12月４日(水)17：30～ 

会場 衆議院第１議員会館大会議室 

講師 芝田英昭立教大学教授 

 

２、10－11月を社会保障強化月間(11月は介護月間もあわせて実施) 

「憲法25条を守り、活かそう」(仮)を統一スローガンに掲げ、賛同を呼びかけた昨年の

取り組みを踏まえ、今年も社会保障分野の各集会、行動、地域での各集会、行動、学習会

等を集約し、○○万人行動を目指します。そのための統一スローガン「あなたもわたしも

安心してくらせる社会を」の方向で調整 

行動の一環として、10、11月の「４」の日宣伝（14日の宣伝行動）、25日共同宣伝等の

全国的な統一宣伝行動について検討します。また、予定される全国集会、行動等に結集し

ます。 

９月21日(土) 全労連・年金シンポジウム 

９月25日(木)～26日(金) 第33回日本高齢者大会ｉｎ福島 

10月14日(月・祝) 4の日宣伝（地蔵通り商店街入り口） 

10月17日(木) 憲法・いのち・社会保障まもる10.17国民集会 

10月22日(火・祝) 国保料、滞納・差押西日本ブロック学習交流集会（大阪） 

10月25日(金) 年金フェスタ／一揆 

10月25日(金) 25条共同宣伝行動（御茶ノ水） 

10月 末日（予定） 『骨格提言』の完全実現を求める大フォーラム行動 

11月４日(月・祝) 子どもたちによりよい保育を！ 11.4大集会 

11月10日(日) 介護全国学習交流集会 

11月11日(月) 介護なんでも電話相談 

11月14日(木) 4の日宣伝、介護改善統一宣伝行動（巣鴨） 

11月23日(土) 地域医療を守る全国運動交流集会  
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11月25日(月) 25条共同宣伝統一行動（全国・各ターミナル宣伝） 

12月22日(日) 国保料、滞納・差押東日本ブロック学習交流集会 

（３）後期高齢者医療制度の負担増に対する取り組み  

後期高齢者の生活を直撃する窓口負担原則２割化について、政府は、今秋の臨時国会で

の強行も目論んでいます。現在、新たな署名を検討中です。中央社保協の行動に結集し手

運動を強化します。 

（４）安倍９条改憲阻止に向けて  

3000万署名の到達は、東京共同センター系は198万7187筆（東京地評は目標100万筆、9

月17日現在到達98万1216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。 

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。 

（５）憲法いのち社会保障まもる10.17国民集会の開催  

日時 10月17日(木)13：00～16：30   

会場 日比谷野音 

（６）横田基地もいらい！市民交流集会  

日時 10月５日（土）12：30～  

会場 福生市民会館大ホール 

（７）マイナンバー問題緊急学習交流会  

日時 10月18日(金)19：00～ 

会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部会館） 

主催 マイナンバー制度反対連絡会 

（８）年金署名2019「若い人も高齢者も安心できる年金制度を」の取

り組み  

2020通常国会まで取り組みます。 資料：19～20 

（９）第48回東京社保学校の日程  

日時 11月10日(日) 10：00～ 

会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部会館） 

内容 第１講義「2020年代社会保障改革の行方と課題」 

 講師：芝田英昭立教大学コミュニティ福祉学部教授 

 第２講義「権利性が明確な『生活保障法』に」 
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講師：林治弁護士 

 第３講義「都民によりそう明日の都立病院へ」 

          講師：氏家祥夫・都立病院の充実を求める連絡会代表 

 報告・手遅れ死亡事例報告（東京） 

          報告：窪田光東京社保協事務局次長 

 

３、要請事項、その他 

（１）大気汚染被害者救済（医療費助成制度）運動へのご協力のお願い  

大気汚染公害被害者は、一昨年から「ぜん息患者等への医療費助成制度の創設」を求め

て、国への要請署名に取り組んでいます。全国から寄せられた署名の筆数は14万筆を超え

間もなく15万筆に到達しようとしています。 

「公害調停」を汚染原因者である自動車メーカー（特にトヨタ）と実効ある規制と対策

を怠ってきた国（環境省）を相手に起こし、このことに誠実な対応を求める社前行動・街

頭宣伝行動など新たな行動を起こし、世論を大きく高め事態の打開を図るため、団体署名

に取り組みます。 

（２）乳腺外科医えん罪事件への協力   資料： 21～ 24  

2016年5月10日、東京都足立区の柳原病院で、右胸から良|1劃重瘍を摘出する手術を執

刀した外科医師が、女性患者から「術後に左胸を舐めたり、左胸を見ながら自慰行為をす

るなどのわいせつ行為を受けた」と訴えられました。女性患者は手術時に全身麻酔をして

おり「被害」を訴えたのは術後約30分のことでした。被害の連絡を受けた女性患者の上司

が警察に通報し、同日中に臨場した警察官が女性患者の左胸から付着物を採取。鑑定の結

果、外科医師と同型のＤＮＡ型が検出され(DNA濃度:1.612ng/μ L)、アミラーゼ鑑定で陽

版応が認められました。8月25日、外科医師は「準強制わいせつの疑い」で逮捕・起訴さ

れ、105日間勾留されました。裁判で外科医師は一貫して無実を訴え、東京地裁は2019年2

月20日、外科医師に無罪判決を言い渡しましたが、3月5日検察が控訴した事件です。 

高裁での無罪を勝ち取るために裁判所あての要請署名に取り組みます。 

（３）東京社保協常任幹事会日程  

第７回 10月24日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 

第８回 11月28日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 

（４）加盟団体・友諠団体の学習会、総会あいさつなど  

９月26日(木)09：00～ 第33回日本高齢者大会分科会…寺川 

９月28日(土)14：00～ 日野・市民自治研究所学習会…寺川 

９月29日(日)10：00～ 東京地評第18回大会…メッセージ 

11月13日(水)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい分科会…寺川 



20190919第６回常任幹事会 

- 11 - 

 

（５）当面の日程  

９月 

２０日(金)10：00～ 都民生活要求大行動第２回実行委員会 

     13：30～ 生存裁判を支える東京連絡会第７回幹事会 

２４日(火)13：45～ 消費税廃止東京各界連絡会事務局会議 

２５日～２６日（水～木） 第33回日本高齢者大会in福島 

２８日(土)14：00～ 日野・市民自治研究所学習会 

２９日(日)10：00～ 地評大会 

３０日(月)13：00～ 都民連世話人会 

１０月 

 ２日(水)13：00～ 中央社保協第２回運営委員会 

 ５日(土)12：30～ 横田基地もいらない！市民交流集会 

 ６日(日)13：30～ 介護学習交流集会 

 ９日(水)10：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

１４日(祝)11：00～ 地蔵通り商店街入口「４の日」宣伝 

１７日(木)13：00～ 憲法いのち社会保障まもる10.17国民集会 

２４日(木)13：30～ 東京社保協第49期第６回常任幹事会 

２５日(金)     年金フェスタ／一揆 

２６日(土)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第12回総会 

２８日(月)10：00～ 中央社保協組織財政委員会 

１１月 

 １日(金)09：30～ 都民生活要求大行動実行委員会対都要請行動 

６日(水)11：30～ 新生存権裁判東京第５回期日 

13：00～ 中央社保協第３回運営委員会 

13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第２分科会 

 １０日(日)10：00～ 第48回東京社保学校 

           2019年介護全国学習交流集会 

 １１日(月)10：00～ 介護・認知症なんでも無料電話相談 

 １３日(水)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第３分科会 

１４日(木)12：00～ 巣鴨駅前「４の日」宣伝 

     13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第１分科会 

１５日(金)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第４分科会 

１８日(月)14：00～ 東京高齢期運動連絡会常任幹事会 

１９日(火)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第５分科会 

２０日(水)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第49期第８回常任幹事会 

１２月 

 ４日(水)13：00～ 中央社保協第４回運営委員会 

１４日(土)11：00～ 地蔵通り商店街入口「４の日」宣伝 
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１５日(日)10：00～ 東京母親大会 

２６日(木)13：30～ 東京社保協第49期第９回常任幹事会 

 


