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第４４期第11回常任幹事会  報告  

日時 2015年1月22日(木)13：30～ 

会場 東京労働会館4階自治労連会議室 

出欠：竹崎、松本、中村、南條、堀口、内村、福井、寺川、相川、阿久津、小嶋、小形、 

深沢（代・毛利）、西銘、金澤、斎藤、杉山、植松、平井、北川、佐田、酒井、水上、

坂本、金子、西川、吉野、岡本、森松、前沢 16/30（下線は欠席）議長：相川次長 

 13：30～16：00 第11回常任幹事会 16：10～16：40 大塚駅前宣伝雨で中止 

【会長あいさつ】 

「今年初めての常任幹事会になります。年末から現在まで、インフルエンザが猛威を振る

っています。来週から国会がはじまります。国保都道府県化問題、また、介護報酬マイナ

ス2.27％、私も特養の顧問医をしていますが、マイナス2.27％なおかつ、職員の賃上げを

しろと言われてもでは施設の運営が成り立ちません。厚労省の担当者の思いが理解できま

せん。厚労省だけを敵にしていても仕方がない。社保協だけでなく、ともにたたかう仲間

をどう増やして、今の医療や福祉、社会保障を解体しようとしている安倍内閣に対して闘

わなくてはいけません。80年代には「医療費亡国論」と言われましたが、安倍さんは「社

会保障亡国論」です。国民の生活全般を破壊する政権は一日も早く退場していただかなく

てはいけません。今年は統一地方選挙の年です。特に国保、介護の問題では国に対する闘

いとともに地方自治体に対する闘いが重要になります。一年間、体に気を付けてがんばっ

て行きましょう。」 

 

１、報告   

※以下の報告を受け、了承しました。 

１、活動報告 

２０１４年１２月 

２５日(木)13：00～ 都議会第４回定例会本会議 

     14：00～ 東京社保協第10回常任幹事会 

２６日(金)14：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

     14：30～ 社会保障誌編集委員会 

２８日(日)11：00～ 中央社保協第６回代表委員会 

２０１５年１月 

 ６日(火)18：30～ 東京地評新春旗びらき 

７日(水)14：00～ 中央社保協第６回運営委員会 

８日(木)18：30～ 東京自治労連新春旗びらき 

 ９日(金)10：00～ 都民連第４回世話人会議 

     18：30～ 東京医労連新春のつどい 
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     18：30～ 東京私教連新春旗びらき 

１１日(日)13：00～ 介護フォーラム２０１５ 

１５日(木)18：00～ 東京土建旗びらき 

１６日(金)13：30～ 「安全・安心の医療・介護大運動」東京集会第１回実行委員会 

１９日(月)18：30～ 福祉保育労新春旗びらき 

２１日(水)10：00～ 東京土建本部社保対部学習会 

２２日(木)10：00～ 第１０回オリパラ都民の会運営委員会 

13：30～ 東京社保協第１１回常任幹事会 

２、中央社保協、地域社保協の取り組みなど   

（１）中央社保協    

①第６回運営委員会 2015年１月７日(水)14：00～ 資料：1～5 

②厚生労働省交渉  2015年１月21日(水)13：00～ 資料：6～7 

（２）学習会講師、総会あいさつなど 

２０１５年１月２１日(水)10：00～ 東京土建本部社保対部会学習会…寺川 

（３）加盟団体・友諠団体の旗びらき、新春のつどいなど 

①１月 ６日(火)18：30～ 東京地評新春旗びらき…竹崎会長、寺川、相川 

②１月 ８日(木)18：30～ 東京自治労連新春旗びらき…寺川 

③１月 ９日(金)19：00～ 東京医労連新春のつどい…相川 

 ④１月 ９日(金)18：30～ 東京私教連新春旗びらき…寺川 

 ⑤１月１５日(木)18：00～ 東京土建旗びらき…寺川、相川 

 ⑥１月１９日(月)18：30～ 福祉保育労新春旗びらき…寺川 

 

３、共闘団体報告       

１）介護をよくする東京の会 資料：8 

① 事務局会議 １月16日（金）18：30～  

② 報告事項  １月11日（日）介護フォーラム2015（全労連会館）110人参加、 

集会終了後秋葉原までパレード。 

        介護報酬－2.27％の改定、中小事業所の影響深刻 

③ 今後の活動計画  

 ア、制度改正と第６期事業計画にむけて、各地域での自治体との懇談を、引き続き各地

域で実施していくことを確認した。 

イ、2.11東日本介護改善交流集会（建設プラザかながわ）に参加を組織していく。 

ウ、介護をよくする東京の会総会 

１月29日（木）東京労働会館３階ＴＭＲで１８：３０から 

講演：安達 智則氏（健和会医療・福祉調査室長） 

⑤ 次回事務局会議   ２月17日（火）14：00～ 東京自治労連4階会議室 
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２）消費税廃止東京各界連絡会 

 次回事務局会議 １月29日（木）13：45～ 東京自治労連会議室 

３）第12回2020オリンピック・パラリンピックを考える都民の会運営委員会 

①運営委員会 １月22日（木）10：00～  

②１月２９日組織委員会との面談 

③国立競技場の解体工事が２月から始まる予定、設計変更を求める運動をすすめる 

④次回  ２月20日(金)10：00～ 東京労働会館５階地評会議室 

４）都民連 資料：9～12 

①世話人会 １月９日(金) 10：00～ 

②都議会開会日行動の準備→当面の課題で提案 

③都政学習会の計画 「東京長期ビジョンの評価、課題・問題点」「2015年度都予算のポ

イント」について、学習会を開催  

   日時 ２月５日(木)10：00～11：30 

  会場 東京労働会館５階地評会議室 

④次回 ２月５日(木) 11：30頃から（学習会終了後） 東京労働会館５階地評会議室 

 

４、会計報告 資料： 13～ 18 

12月度から2015年度になります。2015年度予算が確定していませんので、仮の執行率に

なります。平均執行率は8.3％です。収入は、3,926,000円（36.8％）です。会費収入は

2,976,000円（納入団体19団体（26.8％）、納入率31.4％）です。 

支出は、12月22・23月に名古屋で開催された中央社保協「安全・安心の医療・介護大運

動全国交流集会」の交通費・宿泊費55,020円、それに伴う出張費が平均執行率を超えてい

ますが、年間では予算内に収まる予定です。宣伝費のマイナスは、署名用紙とパンフレッ

ト代の納入があったためです。業者への支払いは２月の予定です。 

１０万３千８７０円（26.0％）と出張費（21.4％）が突出していますが、年間では予算

内に収まる予定です。 

 

２、協議事項   

※情勢報告、当面の課題の提案を受け、確認しました。第45回総会に向けて、予算案を

確定しました。議案は第1次案の提案を受け討議し、1月末までに補強、修正案を事務局に

集中し、2月上旬に第2次案を作成することを確認しました。 

１、情勢の特徴 

（１）国保の都道府県単位化にむけて、「医療保険制度改革骨子（案）」を示す 

厚労省は2015年1月9日に社会保障審議会医療保険部会で、「医療保険制度改革骨子
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（案）」を示しました。骨子は以下の内容です。 

①国民健康保険の安定化 

① 2015年度から保険者支援制度の拡充、2017年度（平成29年）から後期高齢者支援金の

全面総報酬割の実施に伴い生じる国費を投入する。 

② 2018年度（平成30年）から都道府県が財政運営の責任主体とする。財政運営に当たっ

ては、都道府県が医療費の見込みを立て、市町村ごとの分賦金の額を決定、分賦金の額

は市町村ごとの医療費水準及び所得水準を反映する。 

③ 国の普通調整交付金は都道府県間の所得水準を調整する役割を担うよう適切に見直

す。 

②高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入  

被用者保険者の後期高齢者支援金の総報酬割部分（現行3分の1）を2015年度に2分の1、

2016年度（平成28年）に3分の2に引き上げ、2017年度（平成29年）から全面総報酬割を実

施 

③医療費適正化計画の見直し 

① 都道府県が、医療機能の分化・連携、地域包括ケアシステムの構築を図るために策定

される地域医療構想と整合的な目標（医療費の水準、医療の効率的な提供の推進）を計

画の中に設定し、国においてこの設定に必要な指標等を定める。 

② 現行の指標（特定健診・保健指導実施率、平均在院日数等）について必要な日直しを

行うとともに、後発医薬品の使用割合等を追加 

③ 計画の毎年度の進捗状況管理、計画期間終了前の暫定評価等を行い、目標が実績とか

い離した場合は、その要因分析、必要な対策を講じるよう努める 

④ 都道府県は地域医療構想の策定後、同構想と整合性が図られるよう医療費適正化計画

を見直すこと 

④個人や保険者による予防・健康づくりの促進 

① 予防・健康づくりのインセンティブを強化するため、取り組みに応じたヘルスケアポ

イントの付与や保険料への支援等について、国が策定するガイドラインに沿って保険者

が保険事業の中で実施できることを明確化する。 

② 後期高齢者支援金の加算・減算制度について、予防・健康づくり等に取り組む保険者

に対するインセンティブをより重視するため、多くの保険者に広く薄く加算し、達成状

況に応じて段階的に減算する仕組みに見直す。 

⑤負担の公平化等 

① 2016年度（平成28年）から紹介状なしで特定機能病院及び500床以上の病院を受診す

る場合等には、選定療養として初診時又は再診時に原則的に定額負担を患者に求める。

5千円～1万円を想定 

② 後期高齢者の保険料軽減特例（予算措置）は段階的に縮小し、2017年度（平成29年）

から原則的に本則に戻す。激変緩和措置を講じる 
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③ 健康保険の保険料について2016年度（平成28年）から標準報酬月額の上限額を121万

円から139万円に引き上げる。 

④ 健康保険の一般保険料率の上限について、2016年度（平成28年）から13％に引き上げ

る。国保料（税）の賦課限度額について、段階的に引き上げることとし、2015年度は4

万円引き上げる。 

⑥患者申出療養（仮称）の創設 

患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして患者申出療養（仮

称）を創設し、2016年度（平成28年）から実施する。 

⑦調整中の課題 

・協会けんぽの国庫補助率の安定化と財政特例措置、・入院時食事療養費等の見直し、・所

得水準の高い国保組合の国庫補助の見直し、については、現在調整中 

 

（２）国民には負担増 2015年度予算案  

安倍晋三内閣は2015年1月14日、2015年度政府予算案を閣議決定しました。国の基本的

な予算規模を示す一般会計の総額は、2014年度当初比0.5％増の96兆3420億円と過去最大

になりました。 

歳入では、税収は4兆5240億円の増加を見込みます。消費税収が2014年度比1兆7730億円

増の17兆1120億円を見込む一方、法人実効税率を２年間で3.29％引き下げ、黒字の大企業

に約1兆6千億円も減税します。 

歳出では、社会保障を切り下げます。公的介護を担う事業者への介護報酬は2.27％減

額。生活保護も家賃にあたる住宅扶助費と防寒費にあたる冬季加算を削ります。協会けん

ぽへの国庫補助も削減。これらだけで自然増分を1700億円削ります。 

加えて、生活保護の日常生活費である生活扶助費も2013年度から3年連続の減額。年金

額については、物価・賃金の上昇に応じた増率を2.4％と見込みながら、1％増に抑制して

実質的に大幅削減します。8月以降、介護保険の利用料を所得に応じて1割から2割に負担

増とします。 

「海外で戦争する国」づくりにまい進する姿勢も鮮明です。防衛費（軍事費）は垂直離

着陸機Ｖ22オスプレイ、水陸両用車、新型戦闘機Ｆ35などの武器購入が多く盛り込まれ、

前年比2.0％増の史上最大4兆9801億円に増加させています。2014年度補正予算案と合わせ

て5兆円を超し、2015年度の概算要求額を超えることになります。 

沖縄県名護市辺野古への新基地建設費は2014年度比80倍以上（契約ベース）に増やしま

した。「原発ゼロ」の世論に背いて原子力発電所の再稼働でも「原発施設立地地域基盤整

備支援事業」を8億円から23億円に増やし、原発を再稼働した場合に限って交付金を配る

新たな枠組みをつくります。 

雇用分野では、雇用維持に貢献する「雇用調整助成金」を3分の1に激減させ、リストラ

を支援する「労働移動支援助成金」を48億円増額しました。 

公共事業費は、2014年度とほぼ同水準ですが、不要不急の三大都市圏環状道路（2014年

度比1％増の2,379億円）、国際コンテナ戦略港湾の機能強化（2014年度比12％増の687億
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円）などを積み増しました。 

 

２、当面の重点課題 

（１）安全・安心の医療・介護を実現する大運動    

１）自治体との懇談、議会請願・陳情（再掲） 

① 自治体に対して、介護保険第６期事業計画、総合支援事業の準備状況、国保都道府県

化などで懇談を行いましょう。 

② 12月議会で請願・陳情を提出していない地域は、次回の議会で「医療・介護総合法撤

回」「消費税１０％引き上げ中止」などの意見書提出、住民が安心して医療・介護を受

けられるための請願・陳情などに取り組みましょう。 

２）地域・団体での学習を旺盛に開催します（再掲） 

 厚生労働省や産業競争力会議などはプログラム法の具体化を加速させています。また、

自治体では、「医療・介護総合法」の具体化（総合支援事業の準備など）の準備が来年度

の予算審議に向けてすすめられます。 

 総合法の内容や来年通常国会に予定されている医療法改悪の内容などの学習を旺盛に展

開し、運動の力にしましょう。 

３）東京独自の署名の取り組み   

① 署名の目標 30万筆 資料：19 

② １～３月に都内全地域で大宣伝行動を計画し、４月実施のいっせい地方選挙の一大争

点に押し上げていきます。 

③ ハガキ付チラシは、各地域社保協に１千部送付しました。ポケットティッシュが調達

できない社保協でも駅頭宣伝などでチラシとして配布する、また、都営住宅などに投げ

入れするなど工夫して活用してください。 

④ ハガキ付チラシの在庫が約３万５千部あります。チラシ代は無料、送料は地域社保協

は東京社保協負担、都団体は原則実費負担をお願いします。 

⑤ Ａ４版署名用紙は、１月に地域社保協に100部送付しました。全労連加盟の労組、東

京民医連は中央社保協作成の署名用紙が中央本部から来ていると思いますので、そちら

を活用してください。 

⑥ 署名集約は、中央社保協作成の物も東京独自署名も一緒に集約します。都団体で集約

した署名を中央本部に送付する場合は、集約数のみで構いませんので、東京社保協に報

告して下さい。ハガキの返送については、ハガキの取扱い団体欄に団体名や地域名を記

入して配布したものはその団体・地域の集約数に加えます。 

４）「いのち暮らしまもり 安全・安心の医療・介護大運動」東京集会の開催 

日時 2015年３月29日(日) 13：00～16：40 12：45から受付 

会場 全労連会館２階ホール 

内容 基調講演「社会保障改革の現段階を検証する」 講師：芝田英昭立教大学教授 
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   シンポジウム ①患者申出療養制度、②国保都道府県単位化、③日の出町の医療

費無料化の実践と健康づくり、④フロアーとの交流 

   大運動の報告・訴え 

集会規模 ２００人 

中心テーマ 医療制度改悪に絞って、通常国会での医療制度改悪案、国保の都道府県単

位化、日の出町の実践 

実行委員会：東京社保協、東京地評、東京保険医協会、東京土建、東京民医連、東京自

治労連、障都連、東京の保健・衛生・医療の拡充を求める連絡会 

(２)介護改善に向けた取り組み  資料： 20～ 21 

１）介護をよくする東京の会・2014年度総会 

日時 2015年１月29日(木)18：30～ 

会場 東京労働会館３階東京民医連会議室 

参加費 無料 

講演 安達智則氏（医療法人健和会「医療福祉調査室」室長） 

主催 介護をよくする東京の会 

２）介護改善東日本交流集会 

日時 2015年2月11日（水・祝）10：30～16：30 

会場 建設プラザかながわ（神奈川土建本部会館） 

内容 10：30～ 基調講演 林泰則全日本民医連事務局次長 

   13：30～ 「新総合事業モデル事業の実態報告など」 

 日下部雅喜大阪社保協介護保険対策委員 

規模 150人（締切2月2日） 

主催 中央社保協 

（３）第 189通常国会への行動  

①開会日行動 

日時 1月26日（月）12：00～14：30 

①昼休み国会請願デモ（360人を超える参加者） 

 時間 12：00 日比谷公園霞門集合 12：15出発 13：00頃 解散 

 デモコース 霞門～財務省横～衆参議面～旧永田町小学校解散 

②安倍内閣の暴走許すな、国民要求の実現を求める院内集会（約160人参加） 

 時間 13：30～14：30 

 会場 衆議院第1議員会館 大会議室 

②定例国会前集会 

2月4日・18日、3月4日・18日、4月1日・15日、5月13日・27日 

※いずれも水曜日、12：15～13：00  衆議院第2議員会館前 
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③中央社保協の院内集会 

2月18日(水)13：30～ 

 

④東京社保協・東京土建・東京民医連・東京地評の４団体共催の国会行動 

日時 4月15日(水) 午前中→12時15分からの昼集会に結集 

会場 未定 

（４）都議会第１回定例会行動  

①日程  開会日２月18日(水)～閉会日3月27日(金) 

     代表質問 2月24日(火)、一般質問 2月25日(水)、26日(木) 

     常任委員会 3月2日(月)、3日(火) 

     中途決議 3月5日(木) 

     常任委員会 3月17日(火)～20日(金) 

     閉会本会議 3月27日(金) 

②開会日行動 

 日時  2月18日(水) 

      都知事・会派要請 時間未定 

      都庁前昼集会 12：15～12：45 

 主催  都知事・会派要請は東京社保協独自 

     昼集会は、都民連、東京社保協、東京地評 

 ※都知事・会派要請は2014年11月28日提出の要請書を添付してあります。加筆・訂正

は2月16日までに事務局にＦＡＸ、メールで下さい。 資料：22～23 

 ※昼集会には社保協ののぼり旗を持参してください。 

（５）平成 27年第 1回後期高齢者医療広域連合議会の傍聴  

日時 1月29日(木) 14：00～ 傍聴受付は13：00～ 

会場 東京区政会館20階（東京都千代田区飯田橋3-5-1） 

 

３、第４５回東京社保協総会にむけて 

１）開催日 

日時 ２０１５年３月１日(日) 10：00～16：00 

会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部） ５階 

進行 10：00～11：10 「社会保障改革の現段階を検証する」 

            講師：芝田英昭立教大学教授 

   11：15～16：30 東京社保協第45回総会 

２）２０１４年度繰越金処分案と２０１５年度予算案について 

省略 
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３）周年事業積立金会計を新設 

東京社保協は、1970年に再建してから来年で45年になります。50周年に向けて積立を始

めるために特別会計を新設し、毎年一定額を積み立てて記念事業に備えます。 

４）第45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した。 

５）地域社保協調査報告の提出を 資料：24～27 

総会に向けて、地域社保協の活動状況を調査しています。すでに各事務局あてに調査票

は送付してあります。現在までに提出は18社保協です。未提出の社保協はできるだけ早く

提出してください。 

 

４、要請事項、その他 

（１）第３回地域社保協事務局長会議の開催  

以下の日程、議題で地域社保協事務局長会議を開催します。事務局長の出席が困難な場

合は代理（事務局次長など）の方の出席をお願いします。別途事務連絡も行います。 

日時・会場 

・多摩地域……２月９日(月)18：30～20：00 地域保健企画ビル２階  

（立川、１階が錦町薬局 立川市錦町1-17-15） 

・２３区地域…２月13日(金)18：30～20：00 東京労働会館５階会議室（大塚） 

議題 ①東京社保協第45回総会議案の討議、②「安全・安心の医療・介護大運動」成功

に向けて③地域社保協の交流、その他 

（２）第 43回東京社保学校開催時期について 

10月に中央社保学校が神奈川で開催されますので、東京社保学校は7月に予定します。 

（３）第 48回障がい者と家族の生活と権利を守る都民集会！ 

障都連主催で表記の集会が開催されます。 

日時 2月11日（水・祝） 10：30～16：30 

会場 戸山サンライズ 

講演 「医療・介護総合法のねらう社会保障制度」 

     講師：日下部雅善大阪社保協介護対策委員 

資料代 1,500円 

（４）「戦争と福祉をみんなで考える」つどい 

社保協総会で講師をお願いしている芝田英昭教授をはじめ、浅井春夫氏（立教大学）・

植田章氏（佛教大学）などが呼びかけ、社保協、民医連、自治労連、福保労などが協賛し

ている表記のつどいが以下の日程で開催されます。 
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日時 ２月27日(金)18：30～21：00 

会場 立教大学（池袋キャンパス）マキムホール 

参加費 無料 

（５）2016年第 30回日本高齢者大会に向けて 

来年2016年の第30回日本高齢者大会を東京で開催することが内定され、東京高齢期運動

連絡会では、幅広い団体と連携をして日本高齢者大会成功と東京の高齢期運動の体制協を

図るために下記の日程で「東京の高齢期運動について討議する合宿」を行います。東京社

保協にも参加要請がありました。1日目の1月26日は、通常国会開会日行動、夜は八王子社

保協拡大幹事会、東京土建豊島支部の2か所での学習会講師を依頼されているため、2日目

の27日のみ相川次長を派遣します。今後、第30回日本高齢者大会に向けた、準備にも社保

協として参加します。 

【東京の高齢期運動について討議する合宿】 

日時 1月26日～27日（月・火） 

会場 石和温泉・ホテル｢華やぎの章・甲斐路｣ 

（６）「権利としての福祉を守る2.13福祉関係団体共同行動」への参加  

社会福祉法改定に強く反対すべく、一日共闘の実行委員会を結成して、「権利としての

福祉を守る2.13福祉関係団体共同行動」を実施するため、東京社保協に実行委員会への参

加が呼びかけられました。この実行委員会結成は、以下の呼びかけ人よるもので、事務局

は全国福祉保育労が担っています。呼びかけに応えで実行委員会に参加します。 

【呼びかけ人】 

石倉康次・立命館大学産業社会学部現代社会学科教授 

伊藤周平・鹿児島大学大学院司法政策研究科教授 

二宮厚美・神戸大学発達科学部人間環境課科学化名誉教授 

峰島 厚・立命館大学産業社会学部現代社会学科教授 

（７）「だれでも、安心して医療を受けることができる都民医療の充実を求める署

名」への協力  

東京社保協にも加盟している東京の保健衛生医療の充実を求める連絡会では、都議会あ

てに表記の請願署名に取り組みます。 

東京社保協加盟団体、地域社保協に協力要請をしたいとの申し入れがありました。常幹

で説明を受け、協力していく事を確認しました。「連絡会」から直接、要請がありますの

で、署名への協力をお願いします。 

（８）学習会講師、総会あいさつなど 

①１月２３日(金)18：30～ 中央区労協新春のつどい 築地市場厚生会館…相川 

②１月２６日(月)18：30～ 八王子社保協拡大幹事会学習会…相川 

③１月２６日(月)19：30～ 東京土建豊島支部分会長・書記長会議学習会…寺川 
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④２月１６日(月)18：30～ 港社保協総会・学習会…寺川 

⑤２月２０日(金)18：30～ 葛飾社保協第20回総会…寺川 

⑤２月２１日(土)13：40～ 東久留米社保協総会・学習会…介護をよくする会 

⑥２月２５日(水)19：00～ 台東社保協学習会…寺川 

（９）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） 

１月 

２３日(金)13：30～ 「権利としての福祉を守る2.13福祉関係団体共同行動実委 

18：30～ 中央区労協新春のつどい 

２６日(月)12：00～ 第189通常国会開会後行動・院内集会 

18：30～ 八王子社保協拡大幹事会学習会 

19：30～ 東京土建豊島支部分会長書記長会議学習会 

２６日～２７日（月・火） 「東京の高齢期運動について討議する合宿」 

２８日(水)09：30～ 中央社保協「全国知事会、町村会訪問・懇談」 

２９日(木)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 

14：00～ 後期高齢者医療広域連合議会 

18：30～ 介護をよくする東京の会２０１４年度総会 

２月   

 ２日(日)10：00～ 中央社保協全国代表者会議 

          中央社保協第７回運営委員会（代表者会議終了後） 

 ４日(水)12：15～ 国会前昼集会 

５日(木)13：30～ 「いのち暮らし守る 安全・安心の医療・介護大運動」東京集会

第２回実行委員会 

 ６日(金)10：00～ 都民連世話人会・学習会  

９日(月)18：30～ 第３回地域社保協事務局長会議（多摩地域） 

１１日(祝)10：30～ 中央社保協介護改善東日本交流集会 

     10：30～ 第48回紹介者と家族の生活と権利を守る都民集会！ 

１３日(金)10：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会幹事会 

          「権利としての福祉を守る2.13福祉関係団体共同行動」 

     18：30～ 第３回地域社保協事務局長会議（23区） 

１６日(月)18：30～ 港社保協総会・学習会 

１７日(火)14：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

１８日(水)10：00～ 都議会第１回定例会開会日行動 

     12：15～ 都議会開会日昼集会 

12：15～ 国会前昼集会・院内集会 

１９日(木)13：30～ 東京社保協第１２回常任幹事会 

２０日(金)18：30～ 葛飾社保協第20回総会 

２１日(土)13：40～ 東久留米社保協総会・学習会 
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２２日(日)     ドクターズデモンストレーション 

２５日(水)19：00～ 台東社保協学習会 

２７日(金)18：30～ 「戦争と福祉どっちにする？」みんなで考える集会 

３月 

 １日(日)10：00～ 東京社保協第４５回総会 

 ４日(水)12：15～ 国会前昼集会 

１８日(水)12：15～ 国会前昼集会 

２６日(木)13：30～ 東京社保協第１回常任幹事会（予定） 

２８日(土)18：20～ 東京保険医協会第91回総会記念懇親会 

２９日(日)13：00～ 「いのち暮らし守る 安全・安心の医療・介護大運動」東京集会 

４月 

 １日(水)12：15～ 国会前昼集会 

１５日(水)10：00～ 東京独自国会行動 

12：15～ 国会前昼集会 

５月 

 １日(金)     メーデー 

１３日(水)12：15～ 国会前昼集会 

２７日(水)12：15～ 国会前昼集会 

 


