20120126第42期第1回常任幹事会

第４２期 第１回常任幹 事 会 報告
日時

２０１２年１月２６日（木）13：30～15：50

場所
東京労働会館５階会議室
出欠席（敬称略）：竹崎、松本、高木、南條、堀口、田川、福井、前沢、寺川、影山、
國米、相川、木村、深沢、西銘、金澤、斎藤、杉山、植松、北川、
河内、佐田、酒井、秦、坂本、西川、吉野、岡本、入山、岸田、
22/30（下線は欠席） 議長：影山事務局次長
13：30～14：00
学習会「ＴＰＰで暮らしはどうなる？」
講師：植松常任幹事
14：00～15：50
16：00～17：30

第１回常任幹事会
緊急・23区社保協事務局長会議（国保のたたかいについて）

はじめに、竹 崎 会 長 からあいさつを受 けた。内 容 は以 下 のとおり。
「あけましておめでとうございます。今年がおめでたい年になるかどうか、私たちの運
動にかかっている。昨年の3・11大震災の復興・復旧も進んでいない。先日、保団連で国
会要請をしたが、国会議員は「いつ解散か？」と右往左往している。３月は無理か、６月
か？総選挙実施には一票の格差の解決が前提である。これを乗り越えないと解散権が発動
できない。一体改革をすすめようとしているが、国民の意向を無視したら落選する。自民
党の歴代内閣にすり寄る保守合同内閣はとんでもない！６月までに解散・総選挙を実施さ
せることである。ＴＰＰ・一体改革反対などのたたかいがくさびを打ち込むことになる。
往診をしているが、この寒さで亡くなる人が多い。インフルエンザが流行している。都
独自の問題として施設が少なく高齢者の行き場がない。集合住宅の孤立している高齢者も
増え深刻である。いっそう政策的にすすめられる在宅への誘導のもとで、医療・介護が破
壊されていく。いまふんばらないと大変なことになる。全国課題とともに、東京の独自課
題の解決へたたかいをすすめよう！」

以 下 の活 動 報 告 を受 け確 認 した。
１、活 動 報 告
２０１１年１２月
12日(月)10:00～16:00 東京社保協第42回総会
13日(火)15:00～ 国保請願署名提出行動
14日(水)10:00～東京生存権裁判を支える会
12:15～国会議面集会
16:00～医療団体懇談会
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18:30～介護よくする会・学習会

於：ラパスホール

15日(木)13:00～17日(土)12:00 高齢者団体 厚生労働省前座り込み
20日(火)12:00～13:00 消費税増税反対各界連宣伝行動 大塚駅
13:30～消費税増税反対各界連事務局会議
21日(水)10:00～東京生存権裁判最高裁要請行動
13:15～都民連世話人会
26日(月)13:00 特別区区長会へ要請
２０１２年１月
6日(金)18:30～東京地評旗開き
10日(火)18:30～東京医労連旗開き
11日(水)18:30～東京自治労連旗開き
15日(日)18:30～東京土建旗開き・65周年記念式典
16日(月)18:30～福祉保育労東京地本旗開き
17日(火)18:00～都庁職病院支部旗開き
20日(金)11:00～「被災者の国保などの一部負担金免除の特例措置の延長を求める」
厚生労働省緊急要請
21日(土)13:30～東京安心年金ネット ＳＴＯＰ！一体改革新春大学習・決起集会
於：青山会館
24日(火)12：00～第180国会開会日行動
13：30～院内集会
25日(水)10：00～介護保険給付費分科会
12：00～厚生労働省前行動
18:30～東京公務公共一般旗開き
26日(木)13:30～第２回常任幹事会
16:00～緊急・23区社保協事務局長会議
19:00～2012国民春闘総決起集会 於：中野ゼロホール

２、中 央 社 保 協 、地 域 社 保 協 の取 り組 みなど
１）中央社保協
・第７回運営委員会報告
・第180回通常国会行動

資料①：1～3
資料①：4

1月24日（火）12:00～国会開会日行動
隔週水曜日に国会前集会（社保協・国民大運動・安保破棄）
・2012年全国代表者会議

2月5～6日

於：仙台サンプラザ

・国保住民税方式採用自治体での取り組み検討会

1月29日（日）13:00

・第88回社会保障審議会介護給付費分科会「緊急行動」
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１月25日（水）12時15分～13時

於：厚労省玄関前

２）各地域社保協総会・学習会など
12月20日（火）
①蒲田派遣村「生活・雇用・営業・法律・健康相談会」19団体99人参加で63件（生活
10・法律12・医療・健康41）、同実行委員会主催
②練馬派遣村「なんでも相談会」９団体97人参加で39件（法律6・医療4・生活4・介護
など）練馬社保協主催
12月24日（土）第7回「くらし・しごとなんでも相談会」
西東京社保協など「くらし・しごとなんでも相談会」実行委員会
１月18日（水）介護保険要望書をもとに国立市と懇談
１月21日（土）保育集会

国立社保協

西東京社保協

３、各 部 会 ・共 闘 団 体 報 告
１）介護をよくする東京の会
1月12日（木）第３期第７回事務局会議

資料①：5～6

第５期介護保険事業計画・老人福祉法にもとづく高齢者福祉計画の検討チーム発足
２）医療部会
12月13日（火）東京都へ国保財政支援を求める要請署名提出
12月26日（月）特別区区長会への緊急要請・申し入れ
1月13日（金）特別区区長会へ区長会傍聴の緊急申し入れ
３）消費税廃止東京各界連絡会

資料①：7～12

①宣伝行動 1月23日（月）12:00～

大塚駅

②各界連絡会 1月23日(月)15:00～
４）生存権裁判を支える東京連絡会
①最高裁への要請行動

資料①：13～17

12月21日（水）11時

最高裁判所

1月25日（水）12時

最高裁判所

②東京連絡会 12月14日(水)13:30～
③2・24生存権裁判最高裁勝利へ

2月23日～2月24日

④東京連絡会第６回総会＆決起集会

支援行動

2月18日（土）13:00～

５）都民連・都民要求実現全都連絡会
1月13日（金）10:30～

東京都との懇談（まとめと2012年開催日程など）

６）東京の保健衛生医療の充実を求める連絡会
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①1月23日（月）18:30～

連絡会会議

②1月28日（土）13:00～17:00 「2012年3・11で改めて考える＝パート１ 今、東京
の医療と都民のいのちは？」於：ＫＴＰ新宿ビジネスセンター（モノリス）
※報告：「国保の実態」寺川次長、

まとめ：竹崎会長

４、財 政 について
１）12月会計報告

資料①：18～22

2012年度に入り、3か月が経ち、平均執行率は25.0％です。収入の部は特に問題なく推
移しています。支出の部は、総会費は12月12日の第42回総会での支出になります。消耗
品・雑費は40.1％になっていますが封筒代ですので、年間を通じれば予算内に収まる見込
みです。パンフ代は、10月に地域社保協より国保パンフの代金が入金されたものをその他
収入に振り替えました。
２）会費収入について
12月末までの会費は、都団体17団体と9地域社保協からの入金で、納入団体率38％、納
入率34.2％になります。1月中に全加盟団体にあてて納入のお願いを発送しました。

情 勢 と課 題 の具 体 化 について協 議 の上 、確 認 した。
１、情 勢 について

資 料 ① ： 23～ 42-１

１）「社会保障と税の一体改革」政府与党が１月６日素案決定

23～27

①世論調査で消費税増税反対が過半数へ １月23日発表
②昨年１０月に生活保護を受けた人が前月比6,028人増の207万1924人に。受給者数は昨年
７月時点でそれまで過去最多だった１９５１年度を上回って以降、４カ月連続で最多を
更新。受給世帯数も150万2320世帯で過去最多（厚生労働省１月１９日発表）
２）医療・介護報酬改定

28～29

1月25日 第88回介護保険給付費分科会
３）第１８０国会開会

→会期は６月２１日までの１５０日間

１月24日、野田首相施政方針演説「税と社会保障の一体改革をやりとげなければなら
ない大きな課題と位置づけ、与野党協議を経て社会保障と税の一体改革の大綱を取りま
とめ、３月末までに関連法案を国会に提出する」と決意。
４）東京都
①２３区・三多摩の国保料（税）の引き上げ
１月16日特別区区長会で決定→国保資料参照
②後期高齢者医療保険料引き上げ（案）決定

30～34
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2012～2013年度の一人当たりの平均保険料（年額）８万4527円→９万3258円へ
③介護保険料の引き上げ・第５期事業計画
軒並み5000円を超える保険料・独自の保険料軽減措置の廃止へ
④２０１２年度予算原案発表

35～41

１月20日（金）12年度予算原案を発表（一般会計予算６兆1490億円）
⑤多摩市公契約条例制定 東京地評事務局長談話
42-1

２、４２回 総 会 方 針 を受 けた2012年 のたたかいについて
１）発言の概要について

資料①：42-2～45

２）課題の推進について、交流した。発言は以下のとおり。
東京地評：消費税・ＴＰＰ・地域主権改革（法は通ったけれど具体化はこれから）・比例
定数削減の四つの課題が年越し。３・１１以降、原発ゼロ・震災復興の世論が高まってい
る。野田内閣のねらう「社会保障と税の一体改革」阻止へ全力を。１カ月１万円の賃上げ
と誰でも時給千円以上をめざし奮闘する。都内で初の公契約条例が多摩市で実現し、さら
に広げていく。
立川社保協：１月２４日、三多摩高齢期連絡会で市長会へ要請。市長会議長が対応し、
「７・１１月に東京都へ国保・介護への財政支援要請を行うが財政支援はほとんどない」
と嘆いていた。2012年度の国保料（税）は、26市中15市で値上げするが10市では上げな
い。２年間をみるとすべての自治体で値上げしている。一般財源の投入は限界である。国
保・介護・後期医療で自治体と共に運動をどうすすめるか、が課題である。
歯科保険医協会：一体改革とどうたたかうか？介護の分野でどう歯科が力を発揮できる
か？昨年「認定を受けた人が口腔ケアを受けられるようにして欲しい」と提案した。粘り
強く運動をすすめる。消費税の増税は、患者減になる。東北３県で医療費窓口負担の免除
で患者増、収入増となっている。今まで受診できなかった人が無料だから安心して受診で
きる。口腔ケアは全身管理である。
都教組：小２が３５人学級になって教師増となった。財源は国からで東京都は予算化した
だけ。石原都知事は、教育再生円卓会議で破壊的教育をめざすと宣言。防災訓練の中で高
校生と自衛隊が合同訓練を実施している。
東京民医連：一体改革の阻止・原発なくせ・ＴＰＰ反対・辺野古の基地建設反対・住民本
位の震災復興の５点を重点に取り組む。一体改革阻止の署名目標は６月末までに３０万
筆。現場の実態は深刻である。全日本民医連の国保死亡事例は2010年７１人（東京は３
人）2011年の調査をすすめているが、すでに５人の報告がある。放射能汚染の測定と除染
を自治体へ働きかけている。3・11集会への参加、宜野湾市長選に３０人の支援を送る。
新婦人都本部：創立５０年を迎えた。若い世代へのバトンタッチが課題。憲法とジェンダ
ーの視点で運動に取り組む。被災地の共同生活の中でもジェンダーの視点が重要である。
町田市は「介護保険料の値下げへ財政支援を」、板橋区は「子どもの甲状腺検査の実施
を」の班からの請願が採択された。板橋区は５台、葛飾区は５０台の放射線量の測定器の
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貸し出しが始まった。区報で知らせたら３月末まで予約でいっぱいである。
年金者組合都本部：一体改革反対が中心課題。年金は都本部が中心に安心年金ネットの中
に闘争本部を確立した。一体改革と年金の学習会をすすめる。署名は全国100万筆、うち
東京は10万筆が目標。若い世代の反発で年金支給開始年齢68歳から70歳への先送りは今国
会提出を見送らせたが、今後３年間で2.5％、その後0.9％の引き下げで１０年後には現在
の91％、20年後には83.6％になる。物価が下がるとさらに年金が下がる。昨年７月に都本
部の大会を開き、６年間で倍の組織へ増やすことを決めた。
葛飾社保協：国保課長に申し入れし１月２７日に懇談。国保料の算定基準が変わった６カ
月間の収納率の報告を受け、値上げの実態を把握する。２月１・７日に国保の運協開催。
勝ち取った傍聴を地域に呼びかけて組織する。
都老協：昨年の座り込みは、全生連が参加して広がった。厚生労働省への申し入れの回答
はこれから。東京の高齢者の運動が広がらない。1月30・31日に泊まり込み学習会議で組
織拡大などを論議する。2月14日に巣鴨地蔵通りで宣伝後、新春のつどいを開催する。
東京医労連：春闘のたたかいを通じて夜勤改善、社会保障改善のたたかいをすすめる。介
護保険の改定で介護職の医療行為の解禁や時給の引き下げになる。医療では在院日数の短
縮化で末期の患者が在宅へ追いやられ、在宅での看取りが増えている。医療・介護分野で
の離職者が増えている。このままでは現場から崩壊していく。変えるたたかいを強める。
西東京社保協：比例定数の削減は少数政党の壊滅に。憲法調査会も動き、憲法改悪へ動い
ている。国民の中にあきらめの気持ちが広がり、大阪の橋本氏へ期待になっているので
は。一体改革は大きな津波が押し寄せてきているのと同じ。なかなか運動が広がらないこ
とに悩む。
西多摩社保協：国保・介護保険で自治体要請。羽村市で各党の議員要請を行ったら自民党
議員から「今の日本を変えないと大変なことになる」との危機感が寄せられた。３月１１
日に消費税増税反対・社会保障改善の西多摩集会を予定。
渋谷社保協：１２月議会で「幼保一元化反対」の請願が可決。この間、３回の街頭宣伝を
行ったが世論を変えるのは大変、を実感している。２月３日に介護保険のシンポジウム開
催。３月議会へＴＰＰ・消費税で請願を提出、商店会や町会へ賛同を呼びかける。従来型
の運動を脱皮することが重要。障害者運動では、自立支援法へ戻させる動きがある。
東京土建：一体改革にＴＰＰを加えた反対署名３０万を目標に取り組んでいる。多摩市で
公契約条例が制定された。賃金をチェックできワーキングプアをなくせる。アスベスト国
賠訴訟は大詰めに。横浜地裁は結審、４月２５日は東京地裁で結審。議員連盟は１００人
になった。
東京国公：対話・学習を重視し、国民要求を中心にたたかう。

３、国 保 改 善 のたたかいについて

資料：国保関係

１）東京都への要請署名の取り組み
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①「安心して払える国保料（税）のために市区町村へ東京都の財政支援を求める」請願
署名の提出
署名集約 1月25日現在

12,555筆

請願提出 第一次

12月13日

第二次

２月７日

②都議会厚生委員会
日時

7,300筆

傍聴

２月20日（月）13:00～議会棟３階第７委員会室
12:00～傍聴券発行

先着順２０人→発行増あり

２）各自治体への行動
①各区国民健康保険運営協議会の傍聴を
各区運協日程は別紙
②３月議会にむけた請願・陳情・要請行動を旺盛に
・23区は、本日の事務局長会議で意思統一

４、「社 会 保 障 と税 の一 体 改 革 」阻 止 １０００万 署 名 を
１）第180国会へ東京社保協国会要請行動→役割分担は事務局で相談する
日時 2012年2月29日（水）10:00～12:00
場所 衆議院第２議員会館
内容 10:00～開会
あいさつ（副会長：

１階多目的会議室

進行（前沢事務局長）
）

10:05～行動提起 寺川事務局次長
10:15～11:00

国会議員要請行動

11:00～11:50

報告・交流集会

11:50～12:00

まとめ・閉会（副会長：

）

〇笠井議員へあいさつを要請中
２）１０００万筆署名の成功へ
①各団体の目標
東京土建：３０万筆（独自署名）、東京民医連：３０万筆、
年金者組合：１０万筆（独自署名）、東京自治労連：
東商連：

万筆、東京地評：

万筆

②各地域の目標 住民の１割を！
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１月中旬に各社保協1,000枚の署名用紙を送付済（新宿は6,000枚）
③宣伝物 のぼり→送付済み

チラシ→１月下旬送付

④ パンフなどを活用しての学習を推進
ア 、 パンフ作成（中央社保協）→１部２００円（見本を同封）、
全 日 本 民 医 連 ・ 保 団 連 ・ 全 商 連 ・ 年 金 者 組 合などの宣伝リーフを活用
イ、１月21日（土）13:30～「社会保障と税の一体改革で年金はどうなる」
ウ、１月28日（土）13:00～「2011年3・11で改めて考える＝パート１今、東京の医療
と都民のいのちは？」於：ＫＴＰ新宿ビジネスセンター
３）独自の国会行動について
第２回を４～５月に計画する→事務局で加盟団体と相談する
４）地元選出国会議員への要請行動

５、要 請 事 項
１）学習会など
①１月２７日（金）14:00～くらしと教育と平和を守る東大和市民連絡会→前沢事務局長
②１月２７日（金）18:00～八王子社保協→前沢事務局長
③１月２８日（土）13:00～「東京の医療と都民のいのちは？」報告→寺川事務局次長
④１月２９日（日）10:00～土建世田谷支部高齢者対策部→前沢事務局長
⑤１月２９日（日）13:00～中央社保協「旧ただし書き」変更検討会→寺川事務局次長
⑥２月６日（月）17:30～病体生理研究所→東京民医連に要請
⑦２月１３日（月）18:30～渋谷社保協・各界連・医労連・９条の会→寺川事務局次長
⑧２月２６日（日）13:30～武蔵村山市女性のつどい→寺川事務局長次長
⑨３月１３日（火）14:00～重税反対調布・狛江・府中実委→前沢事務局長
２）あいさつ・メッセージ・集会賛同など
①新医協東京支部第５０回記念祝賀会２月10日（金）18:30～
ラパスホール→寺川事務局次長
②第９回東京地方自治研究集会実行委員会へ 資料①：46
副実行委員長：竹崎会長
実行委員・起草委員：前沢事務局長（代：寺川事務局次長）
分科会運営委員：医療（寺川事務局次長）、介護（前沢事務局長）中心に各団体と協力
③中央区労協旗開き １月２７日（金）18:30～ →寺川事務局次長参加
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６、当 面 の日 程 について
１月
26日（木）16:00～２３区地域社保協事務局長会議
18:30～世田谷社保協総会→高木副会長
19:00～2012春闘決起集会 於：中野ゼロホール
27日（金）13:00～生存権裁判勝利東京連絡会
18:00～八王子社保協 学習会＆相談会→前沢事務局長
18:30～中央区労協旗開き
28日（土）13:00～医療シンポ
29日（日）13:00～中央社保協「旧ただし書き」変更への検討会
30日（月）18：30～目黒社保協総会→前沢事務局長
２月
1日(水) 11:00～中央社保協介護部会
14:00～第８回中央社保協運営委員会
17:00～中央社保協国保部会
2日(水）14:00～東京自治研起草委員会
3日(木）10:00～12:00 介護保険第５次事業計画検討会
13:30～都民連
18:30～子どもと貧困 学習会
4日(土）13:00～「２・４東京教育集会2012」
5日(日）～6日（月）中央社保協 全国交流会
7日(火）14:00～16:00 医療の会
10日(金）11:00～厚労省前行動
12:00～総決起集会 於：日比谷野音
14日(火）13:00～都老協 巣鴨地蔵通り宣伝～新春のつどい
15日（水）10:00～介護をよくする東京の会
15:00～介護保険改定 厚生労働省のレクチャー
18日（土）13:00～東京生存権裁判支援する会 総会
20日（月）13:00～都議会厚生委員会（東京社保協の国保請願の論議）
15:00～安心年金ネット事務局会議
21日（火）12:00～消費税増税反対各界連宣伝行動 大塚駅
13:45～消費税増税反対各界連事務局会議
22日（水）10:00～第１回定例都議会 都知事要請行動
12:15～開会日行動
18:30～東京自治研実行委員会
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23日（木）13:30～第２回常任幹事会
18:30～20:00

生存権裁判最高裁勝利決起集会 於：全労連ホール
24日（金）11:00～最高裁要請行動～福岡生存権裁判最高裁～報告集会
29日（水）10:00～第１回東京社保協国会議員要請行動 於：衆議院第１議員会館
第２回常任幹事会について
日時２月２３日（木）13:30～
場所 東京労働会館５階東京地評会議室
学習 「建設アスベスト訴訟について」（案）
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