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第４３期第１回常任幹事会  報告  

日時 2013年２月28日(木)13：30～ 

会場 東京労働会館３階東京民医連会議室 

参加（敬称略）：竹崎、松本、松丸、南條、堀口、高柳、福井、寺川、相川、塚本、前

沢、木村、深沢、西銘、金澤、斎藤、杉山、植松、國米、北川、小嶋、佐田、酒井、秦、

坂本、岸田、西川、吉野、岡本、森松  18/30（下線は欠席）議長：前沢事務局次長  

※はじめに会長からあいさつを受けました。 

「４３期がスタートしました。厳しい情勢ですが、今年こそ頑張ろうとなります。安倍内

閣がスタートして目下蜜月ですが、参議院選挙に向けて山場を迎えます。ＴＰＰ問題では

医療に携わる者として一番の問題になる。必ず混合診療に道が開かれる。皆保険制度の解

体で営利保険に置き換えられると危惧します。農産物などは見えるが医療などどうなるの

か国民には見えにくい。国民にどう伝えるかが勝負です。消費税増税も目の前。今、地域

に根ざした社保協の頑張り時、よろしくお願いします」 

1、各団体・地域より活動報告・交流  

出席した各団体、地域から活動の重点、課題などの報告を受けました。 

２、報告  ※以下の報告を受けました。  

１、活動報告 

１月 

１０日（木）10:30～ 都民連世話人会 

１１日（金）10:00～ 「異議あり 2020オリンピック東京招致」集会実行委員会 

１３日（日）13:30～ 新婦人大田支部新春学習会      

１６日（水）14:00～ 中央社保協運営委員会 

      15:30～ 安心年金ネット事務局会議 

１７日（木）14:00～ 「生活保護基準切り下げ反対緊急集会」於：エデュカス東京 

２０日（日）09:00～ 第２７回地方税全国研究交流集会   

２４日（木）13:30～ 第１１回憲法闘争の発展をめざす全国交流集会 於：全労連会館 
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13:30～ 生活保護基準切り下げ緊急学習会 於：東京土建西東京支部会館 

２５日（金）18:30～ 「子どもを貧困から守る連絡会」定例会  

於：東京労働会館５階会議室 

２６日（土）13:30～ 東京民医労東京勤医会支部学習会 

３１日（木）10:00～ 東京社保協第４３回定期総会 於：けんせつプラザ東京 

２月 

 ４日（月）12:00～ 消費税宣伝 於：大塚駅前 

      13:45～ 消費税廃止各界連事務局会議 

１０日（日）10:00～ 狛江社保協準備学習会 於：土建狛江支部 

１１日（月）09:00～ 板橋区民研究集会 

１３日（水）12:15～ 国会前集会 於：衆議院第２議員会館前 

１４日（木）10:00～ 都民連会議世話人会 

１５日（金）13:30～ 生存権裁判を支える東京連絡会幹事会 

18:30～ 葛飾社保協総会 於：土建葛飾支部 

18:30～ 共産党都議団との懇談会  於：議事堂６階第１会議室 

１６日（土）13:30～ 町田社保協・地区労共催学習会    

１７日（日）09:00～ オリンピック予定地視察 集合：千駄ヶ谷駅 

１８日（月）19:00～ 港社保協総会  於：土建港支部 

１９日（火）17:00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

12:00～ 生活保護基準引き下げ反対院内集会 於：衆院第２議員会館多目

的ホール（ＳＴＯＰ生活保護基準切り下げアクション） 

２１日（木）10:00～ 第１回東京社保協事務局会議 

15:00～ 第２１回東京高齢期運動連絡会総会 於：労働会館地下会議室 

２２日（金）10:00～ 消費税廃止各界連キャラバン宣伝 

13:00～ 板橋大運動実行委員会学習会  於：東京土建板橋支部会館 

２４日（日）14:00～ 基地のまちから教育福祉のまちに学習会  於：扶桑会館 

２５日（月）13:30～ 異議ありオリンピック集会実委 

14:00～ 生存権裁判支援、生活保護基準引き下げ反対宣伝行動 

      18:30～ 「『内閣府』キャリア段位制度について」学習会  

於：東京労働会館５階（介護をよくする東京の会） 
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２７日（水）10:30～ 国会議員要請行動 

             於：衆院第１議員会館多目的ホール（全日本民医連と合同） 

12:15～ 国会前集会  於：衆議院第２議員会館前 

13:30～ 院内集会 於：衆院第１議員会館多目的ホール（中央社保協） 

※終了後中央社保協として「生活保護基準引き下げ反対」の緊急宣伝行動 

２、第４３回総会総括   資料①： 1～５  

※総会総括について報告を受けた上で感想を出し合いました。 

「総会参加者が増えている点については、地域での活動の広がり、組織整備がすすんでい

る。そのことは、発言の内容を聞いていてもわかる」「総会前に渡辺先生の情勢学習を入

れたことで参加者も増えたと思う。」「講演は、参考になった」などの感想がだされまし

た。この数年間で参加団体・参加人数ともに増えていることは社保協の運動が発展してき

ていることの反映と同時に学習会を入れたことで新年度の活動への確信を深めることがで

きたと評価しました。 

（１）総会参加状況  

第４３回（2013年01月31日）合計１６２人（37地域100、21団体53、その他９） 

第４２回（2011年12月12日）合計１１５人（33地域072、22団体37、その他４） 

第４１回（2010年12月02日）合計１０９人（29地域067、22団体38、その他４） 

第４０回（2009年11月26日）合計 ９４人（26地域048、20団体42、その他４） 

第３９回（2008年11月13日）合計 ８５人（24地域047、16団体33、その他５） 

（２）当日の運営  

ＡＭ・渡辺先生による情勢学習 

ＰＭ・参加者からの報告・交流 

 １２人が発言、各団体、地域での活動や都民の生活・労働実態を明らかにするもので、

全体として総会議案を補強するものでした。 

森田（保険医協会・３ワクチンへの助成拡充）、芝宮（年金者組合・年金削減と地域での

低年金者の生活実態）、國米（福祉保育労・特養待機者の実態、子育て世代の貧困、年少

扶養控除の復活）、青山（医労連・医師・看護師・介護職員等の増員と夜勤改善）秋元

（東京公害患者と家族の会・ぜん息医療費助成制度の存続、新しい救済制度創設）、坂本
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（都老協・巣鴨地蔵通りでの宣伝）、山岸（東京保健生協・生協での生保引き下げ反対運

動）、秦（都生連・生保基準引き下げ反対、生存権裁判支援）、宮田（西多摩社保協・福生

市での国保税引き上げ、福祉事務所の警察官ＯＢ問題）、北島（板橋社保協・相談会活

動）、阿部（練馬社保協・国保差押え問題）、松井（渋谷社保協・毎議会への請願） 

（３）運動方針に基づく取り組みの強化  

協議事項の項で具体化 

（４）議案・報告の訂正と補強  

① 八王子社保協…議案12Ｐ「原発反対・放射能から子どもをまもる地域行動のセンター

的役割を果たしています」の表現は事実関係が違うので削除を求められましたので、こ

の部分を削除します。 

② 江東社保協…議案13Ｐ「脱構造改革！新福祉国家への道筋を！」は「脱原発の生き方

を考える！新福祉国家への道筋を！」に訂正 

③ 福保労…「年少扶養控除の復活の運動を」の発言がありました。地域主権改革の関係

もあって所得税から住民税に税負担がシフトする傾向にあります。年少扶養控除（０歳

～１５歳）が廃止されたことにより住民税額で子ども１人当たり３万円程度増税になっ

たことになります。現状では人的控除については所得税と住民税では控除額に金額の差

がありますし、人的控除の見直しが議論されていることもあり、年少扶養控除の復活だ

けを取り上げた運動が可能かどうか関係する他団体とも相談したうえで改めて提起しま

す。 

④ 東京保険医協会…３ワクチンへの助成の拡充については、保険医協会と協力して重点

課題のひとつとして取り組みます。 

⑤ 国保自治体アンケートと報告…アンケート結果を補強し、総会での報告と合わせて改

めて各地域に配布します。 

⑥ 子ども医療費の拡充について…総会では、アンケート回答に基づいて、「制度なし」

自治体があるので、全自治体での医療費助成制度の創設との提案をしましたが、東京都

の制度を改めて調べたところ、都の施策として「義務教育就学児医療費助成（マル

子）」事業があり、実施主体は区市町村、都の補助率は事業費１/２・事務費１/２とな

っていました。「貴自治体独自の子ども医療費独自施策の有無」を聞いたため、無しと

答えたものと思われますので、アンケートの回答そのものを訂正します。 
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（５）2013年度（第 43期）常駐事務局の主な任務分担  

◎寺川…中央社保協代表委員・国保部会、国保部会、都民連、生存権（幹事）、異議あり

2020東京オリンピック招致集会実委、東京の保健・衛生・医療の充実を求める連絡会、

都民要求大行動実委、機関運営全般、会計処理 

◎相川…中央社保協運営委員・介護部会、介護をよくする東京の会、生存権（事務局）、

消費税廃止各界連、子どもを貧困と格差から守る連絡会議、安心年金つくろう会、社保

協ニュース編集、組織管理（団体名簿管理、常幹出欠管理等）、常幹資料の整理、ＴＥ

Ｌ・ＦＡＸの管理、郵便物の管理等 

３、中央社保協、地域社保協の取り組みなど   

（１）中央社保協    資料①：６～18 

①２０１２年度全国代表者会議 ２月２日（土）～３日（日） 

②第８回運営委員会 ２月６日（水）14:00～16:30 

③介護部会 ２月６日（水）12:30～ 第８回運営委員会報告参照 

④国保部会 ２月６日（水）12:30～ 第８回運営委員会報告参照 

（２）各地域社保協総会・学習会、都団体での講師・あいさつ     

①１月１３日（日）13:30～ 新婦人大田支部新春学習会→寺川事務局次長      

②１月２０日（日）09:00～ 第２７回地方税全国研究交流集会→寺川事務局次長   

③１月２６日（土）13:30～ 東京民医労東京勤医会支部学習会→前沢事務局長 

④２月１０日（日）10:00～ 狛江社保協準備学習会→寺川事務局長、相川事務局次長 

⑤２月１１日（月）09:00～ 板橋区民研究集会→前沢事務局次長 

⑥２月１５日（金）18:30～ 葛飾社保協総会→寺川事務局長 

⑦２月１６日（土）13:30～ 町田社保協・地区労共催学習会→影山元事務局次長    

⑧２月１８日（月）19:00～ 港社保協総会・学習会→相川事務局次長 

⑨２月２１日（木）15:00～ 第２１回東京高齢期運動連絡会総会→寺川事務局長 

⑩２月２２日（日）13:00～ 板橋大運動実行委員会学習会→寺川事務局長 

⑪２月２４日（日）14:00～ 基地のまちから教育福祉のまちに学習会→相川事務局次長 
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４、共闘団体報告      

１）介護をよくする東京の会 

①第８回事務局会議  ２月１９日（木）17：00～  資料②：1～２ 

②学習会「『内閣府』キャリア段位制度について」 ２月２５日（月）18：30～ 於：東

京労働会館５階会議室  講師・吉田乃美さん（シルバー新報編集部主任） 

２）消費税廃止東京各界連絡会  資料②：３ 

①各界連宣伝 ２月２２日（金）10：00～17：00  

  都内各地でキャラバン宣伝 のべ68人参加 署名18筆 

②２月事務局会議 2月4日（月）宣伝12：00～13：00 事務局会議13：45～ 

③都議会陳情 2月15日に陳情審査が行われ不採択となりました。採択賛成は共産党と自治

市民‘93の2人 

３）生存権裁判を支える東京連絡会  

①連絡会 ２月１５日（金）13：30～  

②生活保護基準切り下げ反対院内集会 ２月１９日（火） 

③「緊急学習会 生活保護基準引き下げストップ」 

  １月２４日（木）13：30～ 東京土建西東京支部会館 ３４人参加 

６）子どもを貧困と格差から守る連絡会議  資料②：４ 

３月22日（金） 18：30～ 「貧困は子どもの健康にも影を落とす―子どもたちにビタミ

ン愛とワクチンを―」 報告：森田亮介さん（東京保険医協会） 於：東京労働会館５

階会議室 

７）「異議あり 2020オリンピック東京招致」集会  資料②：５～６ 

①実行委員会 ２月２５日（月）13：30～ 

②オリンピック予定地視察ツアー ２月１７日（日）09：00～ 

③「異議あり2020年東京でのオリンピック東京招致」集会 

  2013年３月４日（月）18：30～  於：日本青年館501会議室 

※３月4～7日：IOCが現地視察 
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５、第１回定例都議会  開会日行動 

（１）東京社保協都知事要請  資料②：７～８ 

 ２月２０日（水）午前１０時より、９人（堀口、坂本、佐田、小嶋、入山、松岡、寺

川、相川、前沢）が参加し、渡邉貴史知事本局総務部秘書事務担当課長に要請書を手渡

し、約４０分間要請を行いました。参加者からは、看護師養成、国保・後期医療などの保

険料（税）引き下げの支援強化、差押え中止、シルバーパスの利用路線の拡大、低額利用

料の設定、介護職員の処遇改善、ぜん息医療費助成の拡充とＰＭ2.5対策の強化などを強

く要請しました。また、あきる野市の公立病院に対する「東京都地域医療支援ドクター」

の拡充を口頭で要請しました。渡邉課長からは、都知事と担当部署に要請内容を伝えると

回答がありました。 都知事要請後、自民、民主、公明、自治市民‘93、生活者ネット、

共産の６会派に要請を行いました。 

（２）昼休み集会  

 東京社保協、東京地評、都民連の共催による昼休み集会を都庁第一庁舎正面入り口前で

開催、約３００人が参加しました。東京医労連（介護をよくする東京の会）、東京土建、

新日本スポーツ連盟東京連盟、東京中央市場労組（臨界都民連）、出版労連の代表から決

意表明がありました。都議会全会派に激励の要請を行い、当日は共産党都議団から清水ひ

で子都議が激励・連帯のあいさつを行いました。 

６、会計報告   資料②：９～ 13 

１月度の平均執行率は33.3％になります。１月の収入は2,590,350円で、累計6,594,850

円（62.6％）です。会費は6団体と2地域社保協から2,550,000円で累計5,572,000円（納入

30団体・社保協（42.3％）、納入率59.0％）です。支出は、878,106円で累計2,644,923円

（25.1％）となりました。 

支出では、調査活動費の内55,840円が介護をよくする東京の会によるアンケートの郵送

代の立て替え金ですので、後日精算されます。事務所費、印刷費は半期ごとの支払いです

から年間にならせば平準化します。また、ＨＰ管理費は10月にインターネットのドメイン

管理料を支払ったため年間にならせば平準化します。 

３、協議事項  ※以下の提案を受け、協議し確認しました。  
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１、情勢について    

 （１）生活保護関連   資料③：１～３  

１）さいたま地裁「三郷市は請求権侵害」判決  

 2005年から06年にかけて数回に渡って生活保護の申請相談に来た市民に対し福祉事務所

の職員が「働けるのであれば働いてほしい」「まず身内に相談してほしい」など対応し、

相談に来た市民が生活保護は受給できないと思って申請しなかった事件で2007年に損害賠

償を求めて提訴、2月20日にさいたま地裁は「親族らに援助を求めなければ申請を受け付

けないとの誤解を与えた」ことは「職務上の義務違反」「生活保護の申請権を侵害」と市

側の違法性を認めて損害賠償命令の判決を言い渡しました。 

２）「生活保護受給者は後発医薬品を」厚労省が４月から義務付け 

 厚労省は、受給者の医療で医師が先発医薬品を指定しない限り、原則後発医薬品を使う

ことを決めました。受給者が先発医薬品の使用を希望した場合は、薬局は先発医薬品を調

剤しますが、福祉事務所がその理由が合理的でないと判断すれば、後発品の使用を促すと

しています。 

 総会での発言でも医療機関に対して受給者の処方箋提出を要請してきた事例が発言され

ましたが、処方箋１枚に対して支払われる１００円の手数料の財源は厚労省からの補助金

です。 

３）厚労省が「生活保護制度『改正』」の全体像示す 

 ２月19日、全国の自治体部局長会議を開き、「就労支援の強化で保護に至らせない。保

護からの早期脱却を図る」「福祉事務所の調査権限の強化」を柱に全体像を示しました。 

 厚労省社会・援護局長は①保護の廃止件数を増やす、②働ける年齢層を保護から抜けさ

せる、③医療扶助、生活扶助の｢適正化｣、を今後の課題として、60年ぶりの生活保護法

「改正」をめざしていることを明らかにしました。自治体にハローワークの窓口を常設し

て、生活保護の相談・申請者を含めて「就労支援」を抜本的に強化する。保護利用者に対

しては6か月経っても就職のめどが立たない場合は本人の希望しない職種・就労場所でも

就職活動をさせ、低賃金でも「いったん就労させる」ことを基本にするとしています。 
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（２）社会保障改革国民会議が経済３団体と連合からヒヤリング 

２月１９日に第４回国民会議が開かれ、経済３団体（日本経団連、経済同友会、日本商

工会議所）と連合からヒヤリングを実施しました。 

【日本経団連】①社会保険料の事業主負担の増加（2025年度年間12兆円増）、②医療必要

度に応じた適切な医療の効率的提供、③自助を促す私的年金の充実、④子ども・子育て支

援策は税が基本、事業主負担は順次削減、⑤多様な事業主体の新規参入による保育サービ

スの拡充、⑥70～74歳の患者負担の本則化（1割→2割に）、⑦一部の高度医療の適用除

外、保険免責制の検討、⑧ケアプランの作成への利用者負担の導入など 

【日本商工会議所】①自助と共助をベースとする社会保険方式、②中長期的な国民負担率

を明確に、税と保険料、自己負担および負担と給付のバランスの見直し、企業や現役世代

への過度な依存を是正、③社会保険料の負担増は企業活力を奪い、経済全体のマイナス、

④70～74歳の医療費負担を早急に2割に戻す、⑤順次定額負担の導入等による財源確保策

を検討、⑥介護利用料の見直しと給付サービスの適正化、⑦労働規制でない高齢者の雇用

環境整備で年金支給開始年齢の引き上げ、⑧待機児童解消のため、株式会社等の保育事業

の参入促進、⑨マイナンバー制の早期導入など 

【経済同友会】①企業の社会保険料負担を含めた総人件費の増大は雇用への影響を及ぼ

す、②75歳以上の「新高齢者医療制度」は７割給付分を全額税負担で、③公的医療制度は

道州制の導入で運営、④介護は「要介護2以上」を対象に、サービスの8割を税と保険料、

2割を自己負担、⑤年金は1人月額7万円で65歳上に給付、年金目的消費税で、あとは民間

金融機関による任意加入による契約など 

（３）安倍首相ＴＰＰ交渉参加に向けて調整加速  

２月２２日に米・ワシントンで開催の日米首脳会談ではＴＰＰ交渉参加が焦点になりま

した。２３日未明発表の日米共同声明では「ＴＰＰ交渉参加に際し、一方的に全ての関税

撤廃をあらかじめ約束することを求められるものではないことを確認する」と明記しまし

た。日本の交渉参加に向けた後押しとなる形で安倍晋三首相は２月25日、自民党役員会で

ＴＰＰの交渉参加について、判断を政府に一任するよう求め了承されました。３月上旬に

も正式表明する見通しです。 

ＪＡ全中は、「自民党の政権公約で示された反破断基準が満たされているとは到底理解

できない」と改めて交渉参加に反対の立場を示しました。 
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（４）国保の差押え全国で２１万件を超える   資料③：４～６  

厚労省は平成２３年度の国保料（税）と後期高齢者医療保険料の差押え件数、金額など

を発表しました。（速報値） 

①国保料（税）では、差押え実施保険者は1,717保険者の内1,480保険者（86.2％）、の

べ212,277件・799億3889万3千円（1件当たり約37万6千円）に上りました。東京は51保険

者（82.3％）で17,058件・69億1389万円（1件当たり約40万5千円）です。 

②後期高齢者医療保険料では、山梨を除くすべての広域連合で差し押さえが行われて、

のべ1,986人・2億5785万3千円（1人当たり約13万円） 

（５）東京都・各自治体  

１）第１回定例都議会始まる 

①予算の大枠  歳出総額 ６兆2640億円（1.9％・1150億円増） 

都税収入 ４兆2804億円（3.9％・1609億円増） 

②福祉と保健関連予算1兆円超えるというが、義務的経費の増加が実態 

福祉保健局予算  9,617億円（2.6％・246億円増） 

義務的経費の増加  437億円 

   内訳：後期高齢者医療費等給付金負担金 １３６億円増 

      介護保険給付費負担金       ９４億円増 

      新体制施設給付費都負担金     ７２億円増 

      財政調整交付金          ６７億円増 

      保険基盤安定負担金        ６７億円増 

２）都認可保育所の待機児２万人超す見込み 

 認可保育所に入所できない乳幼児が新年度当初で２万１９９６人に上る見込みであるこ

とが２５日、日本共産党都議団の調査で分かりました。２月22日までに回答があった１８

区２４市６町村の合計。未回答の自治体もあり、総数ではさらに多数になります。 

 多い順に、区部では世田谷区2,633人、杉並区1,833人、江東区1,743人、足立区1,471

人、港区1,400人。多摩地域は、八王子532人、町田市509人、西東京市507人、三鷹市453

人、調布市445人です。 
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３）葛飾区で３人目からの給食費無料化  資料③：７ 

 葛飾区立の小中学校に３人以上の子どもが通う家庭に対して、新年度から第３子以降の

児童・生徒の給食費を無料化します。対象の子どもは約７３０人の見込み。 

２、当面の重点課題 

（１）「推進法」廃止に向けた署名の取り組み 

①表題「憲法違反の『推進法』を廃止し社会保障の拡充を求める請願」署名 

②請願項目 

１、国の責任で国民が安心できる社会保障制度の充実をすすめること。とくに医

療・介護・子育てなどの負担軽減を急ぐこと。 

２、社会保障の公的責任を放棄し、個人の責任に変える「社会保障制度改革推進

法」は廃止すること。 

３、社会保障の財源は、消費税の増税ではなく大企業や富裕層に応分の負担と責任

を求めるなど所得再配分機能の強化によって確保すること。 

③期日 参議院選挙（7月4日公示、7月21日投票）を見据えて、当面通常国会終了まで取

り組みます。 

④目標 中央社保協としては昨年のように全体の目標を設定せず、加盟団体・都道府県社

保協の独自目標の積み上げたものを目標とします。東京社保協としては、目標を設定

し集約も行います。加盟団体・地域社保協での独自署名については「推進法」そのも

のが請願・陳情項目に盛り込まれていれば集約の対象とします。加盟団体・地域社保

協での集約体制の強化をお願いします。 

   東京社保協…３０万筆 

⑤取り組み 東京社保協として地域社保協分を買い取って（１枚３円）無料で配布しま

す。枚数は、東京地評、東京民医連などと相談して決めます。 

 ※地域社保協には、当面３月４日の週に２００枚送付します。 

 ※上部組織から署名用紙が来ない団体については事務局に相談してください。 

⑥推進の手立て 個別課題（生保、医療、年金、介護、障害者、子育てなど）と結合し、

社会保障制度全般の壁である「推進法」についての理解を深めて加盟団体、地域での

行動をすすめます。そのために旺盛に学習会を開催。講師については最大限対応しま

す。消費税増税中止、年金切り下げ反対、生保基準切り下げ反対などの宣伝行動時に
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はこの署名も活用します。 

⑦学習の材料 現在中央社保協で学習パンフ、対話用「漫画チラシ」を作成中 

（２）医療・介護・税金の負担軽減策「知ってトクするパンフ」の作成  

愛知社保協が表記のパンフレットを作成。保団連が全国版として作成中です。東京保険

医協会・東京民医連と相談の上、東京版を作成します。 

（３）生活保護基準切り下げ阻止の取り組み   資料③：８  

① 3年かけて段階的に削減を狙っているので、中期的な取り組みを全国の運動に呼応し

て行うとともに、都議選・参議院選挙に照準を合わせた世論づくりをすすめます。年末

に取り組んだ署名は当面継続します。 

② 引き下げを見込んだ予算案が決められましたが、議員要請、厚労大臣・与党などへの

ＦＡＸ、その他中央社保協の方針に呼応して取り組みをすすめます。 

③ 地域での学習会開催をすすめます。 

（４）国保問題  

１）特別区長会が「経過措置」打ち切りと2013年度の国保料案を決定 資料③：９～13 

 特別区長会は、２月15日に２０１３年度の国保料について、均等割を１２００円引き上

げ、所得割を0.15％引き下げた上で、「経過措置」を打ち切り住民税非課税世帯だけを対

象とした軽減策を２年間に限って実施する案（住民税非課税世帯の旧ただし書き所得を

2013年度は50％、2014年度は25％を減額して所得割を算定）を確認しました。この案を受

けて各区で国保運営協議会が開催され３月議会で条例改正が行われます。 

均等割を引き上げるため、法定軽減世帯も含めて低所得世帯と多人数世帯が主に負担増

となります。また「経過措置」が廃止されれば約３５万世帯（国保加入世帯の約20％）が

影響を受けると思われます。低所得層を直撃する値上げは滞納の増加と受診手控えを増加

させることになり、都民の健康と命を脅かすことになります。 

※3月区議会に対して、経過措置の継続、均等割額引き上げ中心を求める請願・陳情を全

区議会に提出する取り組みを常任幹事会で確認しました。23区社保協で取り組みます。別

途請願書・陳情書のひな形を作成します。 
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２）国保改善全国交流集会への参加を 

日時 2013年4月28日(日) 11：00～17：00 

会場 全労連会館２階ホール    主催 中央社保協 

（５）介護問題  

①生活援助の時間区分の撤回を 

②介護労働者の処遇改善へ国・東京都からの支援を 

③キャリア段位制度の問題点とたたかい 

④「介護をよくする東京の会」の拡大と強化 

（６）後期高齢者医療  

制度発足から丸５年が経過することから、「今すぐ廃止、老健に戻せ」のスローガンで

は国民的運動になりにくい状況にあります。自公政権に戻ったこともあり、国民会議での

結論（８月）でも廃止ではなく見直しとなることが予想されます。 

改めて後期医療制度の問題点を整理して中央社保協総会（５月28・29日）に向けて、今

後の運動方向を検討していきます。 

（７）東京社保協独自の制度改善の取り組み検討  

①３種ワクチンの公費助成拡充のとりくみ 

東京保険医協会、都教組、子どもを貧困と格差から守る連絡会議と連携して取り組み強化 

②子ども医療費の拡充 

「義務教育就学児医療費助成（マル子）」は実施主体が区市町村ということで所得制

限、入院給食費助成、通院時の一部負担（通院一回２００円限度額）の有無など区市町村

によって扱いが違います。（就学前の乳幼児は「乳幼児医療費助成（マル乳）」事業で対

応）２３区、２６市の実施状況を詳細に調べで要求を具体化しますが、東京都に対しては

以下の２点を中心に運動をすすめます。 

①１８歳までに引き上げを要求する 

②入院給食費負担の撤廃、通院一部負担の撤廃するために都として負担金を増やす 
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③就学援助制度の拡充 

制度、利用数・率など実態調査をして、常幹に提案します。 

（８）国会行動  

①現在までに確定している国会行動の日程 

３月１３日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

３月２７日(水)10：30～ 国会議員要請 衆院第１議員会館第３会議室（全日本民医連と

合同） 

       13：30～ 国民要求実現院内集会 衆議院第１議員会館大会議室（社保

協、国民大運動、安保破棄 共催） 

４月１０日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

４月２４日(水)10：30～ 国会議員要請 衆院第２議員会館多目的会議室（全日本民医連

と合同） 

12：15～ 衆議院第２議員会館前 

13：30～ 院内集会 衆院議員会館多目的会議室（中央社保協） 

５月０８日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

５月２２日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

６月０５日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

６月１９日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

③東京社保協独自国会行動 

４月１７日(水)を予定 

（９）第４０回東京社保学校の開催  

日時 ５月11日(土) 10：00～16：30 

会場 けんせつプラザ東京  

内容・テーマ・講師の案 

 ①憲法問題、②生活保護切り下げ問題、③高齢者に優しい街づくり、④地域社保協

の取り組み指定報告を数本 

※日時、会場は確定です。上記のテーマに沿って講師を要請します。 
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３、要請事項、その他 

（１）学習会講師要請  

①３月０１日(金)18：00～ 目黒区民集会 於：目黒区民センターホール→前沢 

②３月０２日(土)13：30～ 東久留米社保協総会 西部地域センター→寺川 

③３月２１日(木)18：00～ 文京社保協学習会 シビックセンターシルバーホール→寺川 

④３月２９日(木)10：00～ 東京土建独自国会行動での学習会→寺川 

（２）あいさつ・メッセージ・集会賛同など 

①３月０２日（土）13：30～ 府中社保協総会→相川 

①３月０２日（土）大阪社保協「第２３回総会・２０周年記念レセプション→メッセージ 

②３月０５日(火)18：30～ 江東社保協総会 土建江東支部会館→寺川 

③３月１７日(日)～１８日(月) 東京土建本部大会→寺川、相川（２日目のみ） 

④３月１９日（火）18：30～ 大田社保協総会→寺川 

⑤３月２３日(土)18：30～ 医科・歯科会員１万人達成記念祝賀会 ホテルサンルートプ

ラザ新宿→寺川 

⑥婦人民主クラブ「創立６７周年記念のつどい」チラシ→チラシを送付 

⑦「異議あり！2020年オリンピック東京招致」集会の賛同金。集会後の精算になります

が、1万5千円前後の分担になると思われます。御承認下さい。 

⑧「大気汚染公害被害者に対する新たな救済制度を求める請願」への協力→用紙を送付 

（３）地域社保協事務局長会議  

多摩地域社保協事務局長会議 ４月09日（火） 13：30～ 東京土建府中国立支部 

23区地域社保協事務局長会議 ４月11日（木） 13：30～ 東京労働会会館５階会議室  

（４）当面の日程  

３月 

１日(金)18：00～ 中央社保協代表委員会 

    18：00～ 目黒区民集会 

２日(土)13：30～ 東久留米社保協総会 西部地域センター 

     13：30～ 府中社保協総会 
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３日(日)13：30～ 憲法改悪阻止学習交流集会 土建練馬支部（憲法東京共同センタ

ー） 

４日(月)18：30～ 異議あり2020年東京オリンピック招致東京集会 日本青年館５０１

号室（同実行委員会） 

５日(火)18：30～ 江東社保協総会 土建江東支部会館 

６日(水)12：30～ 中央社保協国保部会 

          中央社保協介護部会 

     14：00～ 中央社保協運営委員会 

１０日(日)11：00～ 東日本大震災復興と原発ゼロの実現めざす3.10東京集会 日比谷公

園草地広場（予定）（原発なくす全国連絡会） 

     13：00～ 3.10原発ゼロ行動 日比谷野音（首都圏反原発連合） 

１３日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

１７日(日)13：00～ 福祉国家構想研究会公開研究会「いま、対抗構想を考える！安倍新

政権の新自由主義構造改革とは何か」於：明治大学リバティタ

ワー1031教室 

１９日(火)10：00～ 異議あり！2020オリンピック東京招致集会実委 

12：00～ 消費税廃止各界連宣伝行動（大塚駅） 

13：30～ 生存権裁判幹事会 

13：45～ 消費税廃止各界連事務局 

     18：30～ 大田社保協総会 

２１日(木)18：00～ 文京社保協学習会 

２２日(金)18：30～ 子どもを貧困と格差から守る連絡会議（東京労働会館５階会議室） 

２３日(土)18：30～ 医科・歯科会員１万人達成記念祝賀会 

２７日(水)10：30～ 国会議員要請 衆院第１議員会館第３会議室（全日本民医連と合

同） 

     13：30～ 国民要求実現院内集会 衆議院第１議員会館大会議室（社保協、国

民大運動、安保破棄 共催） 

２９日(木)10：00～ 東京土建独自国会行動での学習会 

３１日(日)13：30～ 東京公害患者と家族の会総会 於：アカデミー茗台 

４月 
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６日(土)13：00～ 生存権裁判を支える東京連絡会総会 於：東京土建板橋支部 

１０日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

２４日(水)10：30～ 国会議員要請 衆院第２議員会館多目的会議室（全日本民医連と合

同） 

12：15～ 衆議院第２議員会館前 

13：30～ 院内集会 衆院議員会館多目的会議室（中央社保協） 

２８日(日)11：00～ 中央社保協国保改善全国集会 全労連会館 

５月 

８日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

２２日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

２８日(火)～２９日(水) 第５７回中央社保協総会 

６月 

５日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

１９日(水)12：15～ 衆議院第２議員会館前 

(５)第 44回総会の開催時期  

第2回常任幹事会に提案 

（６）前期常任幹事会の日程  

第１回 ２月２８日（木）、第２回 ３月２８日（木）、第３回 ４月２５日（木） 

第４回 ５月２３日（木）、第５回 ６月２７日（木）、第６回 ７月２５日（木） 



注）この日程は予定です。諸都合により変更されることがあります。

 ２０１３年度の主な諸会議等日程予定表
2013/3/1現在

1 金
土建中執

1 金
代表委員会 土建中執

2 土
代表者会議

2 土
東久留米社保協総会、府中社
保協総会

3 日
代表者会議

3 日
憲法学習会

4 月
消費税宣伝・各界連事務局

4 月
異議ありオリンピック集会

5 火 5 火
江東社保協総会

6 水
運営委員会・国保・介護部会

6 水
運営委員会・国保・介護部会

7 木 7 木

8 金 8 金

9 土 9 土

10 日
狛江社保協準備学習会

10 日
脱原発3.10東京集会

11 月
板橋区民研究集会

11 月

12 火 12 火

13 水
国会前集会

13 水
国会行動

14 木
都民連

14 木

15 金
葛飾社保協総会 生存権幹事会、共産党都議団

との懇談 15 金

16 土
町田社保協・地区労学習会

16 土

17 日
オリンピック予定地視察会

17 日
土建本部大会、福祉国家構想
研究会公開研究会

18 月
港社保協総会

18 月
土建本部大会

19 火
生保国会集会 介護よくする会

19 火
大田社保協総会 消費税宣伝・事務局、生存権

幹事会、オリンピック実委

20 水
都議会開会日行動

20 水

21 木
第１回事務局会議 東京高齢期連絡会総会

21 木
文京社保協学習会

22 金
消費税キャラバン宣伝、板橋
大運動実委学習会 22 金

子どもを貧困と格差から守る
会学習会

23 土 23 土
医科・歯科１万人祝賀会

24 日
基地のまちから…学習会

24 日

25 月
異議ありオリンピック実委、「内
閣府キャリア段位」学習会 25 月

26 火 26 火

27 水
国会行動

27 水
国会行動

28 木
第１回常任幹事会

28 木
第２回常任幹事会

29 金
土建独自国会学習会

30 土

31 日
公害患者と家族の会総会

2013年2月 2013年3月



注）この日程は予定です。諸都合により変更されることがあります。

 ２０１３年度の主な諸会議等日程予定表
2013/3/1現在

1 月
土建中執

1 水
メーデー

2 火 2 木

3 水 3 金

4 木 4 土

5 金 5 日

6 土
生存権東京連絡会総会

6 月

7 日 7 火

8 月 8 水
国会行動

9 火
三多摩地域社保協事務局長
会議 9 木

10 水
国会行動

10 金

11 木
23区地域社保協事務局長会
議 11 土

第４０回東京社保学校

12 金 12 日
東京自治フォーラム

13 土 13 月

14 日 14 火

15 月 15 水

16 火 16 木

17 水 17 金

18 木 18 土

19 金 19 日

20 土 20 月
介護全国集会

21 日 21 火

22 月 22 水
国会行動

23 火 23 木
第４回常任幹事会

24 水
国会行動

24 金

25 木
第３回常任幹事会

25 土

26 金 26 日

27 土 27 月

28 日
国保改善全国交流集会

28 火
第５７回中央社保協総会

29 月
土建中執

29 水
第５７回中央社保協総会

30 火 30 木

31 金

2013年4月 2013年5月
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