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第45期第９回常任幹事会  報告  

日時 2015年11月26日(木)13：30～ 

会場 東京労働会館５階地評会議室 

出欠：竹崎、井手口、丸山、南條、堀口、椎橋、福井、寺川、相川、阿久津、石上、 

小形、深沢、西銘、金澤、斎藤(中里)、杉山、植松、佐々木、中村、佐田、酒井、水上、

坂本、金子、西川、吉野、岡本、森松、前沢 17/30（下線は欠席）議長：相川次長 

13：30～14：00 介護・認知症なんでも電話相談の報告 前沢常幹 

14：00～16：00 第７回常任幹事会  

【会長あいさつ】安倍さんの強引さが増々ひどくなっています。臨時国会も開かないんで

すね。先日、最高裁で前回の衆議院選挙が「違憲状態」だとの判断がでました。この間、

ずっと違憲状態が続いていることに対して、最高裁もこのままでは三権分立の意味が問わ

れるということです。今後の体制については、これから相談することになりますが、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、承認しました。 

１、活動報告 

10月 

２８日～３０日（水～金）全建総連大会 

２９日(木)09：30～ 都民生活要求大行動実行委員会対都予算要望（22団体） 

３０日(金)18：30～ 第19回安心して働きたい東京のつどい 

11月 

 １日(日)10：00～ 都生連第53回大会  

３日(火)11：30～ 東京保険医協会「第４回気軽に学べる市民講座」 

４日(水)14：00～ 中央社保協第４回運営委員会 

 ５日(木)13：30～ 都民連第３回世話人会 

     13：30～ 消費税廃止東京各界連事務局会議 

18：30～ 学習会「備えておこうマイナンバー」  

 ６日(金)16：00～ マイナンバー制度反対連絡会代表会議 

７日～１４日（土～土） 介護アクションウィーク 

７日(土)13：00～ 介護学習決起集会 

     14：00～ 練馬社保協第15回総会 

     14：00～ こまえ社保協第3回総会 

１０日(火)14：00～ 第２回23区地域社保協事務局長会議（中止） 

１１日(水)10：00～ 介護・認知症なんでも電話相談 

     15：00～ 東京退職者の会連絡会総会 
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１２日(木)14：00～ 第２回多摩地域社保協事務局長会議 

１３日(金)10：00～ 東京土建独自国会行動 

     11：00～ 消費税廃止各界連キャラバン行動 

     14：00～ 社会保障誌編集委員会 

１４日～１５日（土・日） 新婦人全国大会 

１６日(月)13：00～ 第27回東京高齢者のつどい 

１７日(火)18：30～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

１９日(木)12：00～ 診療報酬プラス改定を求める院内集会 

18：30～ 「19日を忘れない」国会正門前行動 

２０日(金)15：00～ 生存権裁判を支援する全国連絡会事務局会議 

２１日(土)13：30～ いのち脅かすオスプレイは東京・横田基地に来るな！ 

２１日～２２日（土・日） 第60回はたらく女性の中央集会 

２４日(火)14：00～ 中央社保協第２回関東甲ブロック事務局長会議 

２５日(水)18：30～ 台東社保協学習会 

 

２、中央社保協、地域社保協の取り組み  

（１）中央社保協  

11月４日(水)14：00～ 第４回運営委員会  資料：１～８ 

11月24日(火)14：00～ 第2回関東甲ブロック会議 

（２）東京社保協第２回地域社保協事務局長会議  

11月10日(火)     23区事務局長会議  参加者少なく中止 

11月12日(木)14：00～ 多摩地域事務局長会議 

 参加 西多摩、八王子、調布、昭島、小平、東久留米 

東京社保協から来年通常国会に向けた社保署名、都議会に向けた陳情署名、介護改善に

向けた相談会や事業所アンケート、年内・年明けの集会や学習会などの報告、提案を受

け、各地域の運動交流をおこないました。 

（３）学習会講師、総会あいさつなど 

①11月１日(日)09：30～ 都生連第53回大会…寺川 

②11月７日(土)14：00～ 練馬社保協第15回総会…寺川 

③11月７日(土)14：00～ こまえ社保協第３回総会…福井副会長 

④11月11日(水)15：00～ 東京退職者の会連絡会第23回総会…寺川 

⑤11月13日(金)10：00～ 東京土建独自国会行動・学習会…寺川 

⑥11月25日(水)14：00～ 日野市の国保料値上げ計画について懇談するつどい…相川 

⑦11月25日(水)18：30～ 台東社保協学習会…寺川 

【メッセージ対応】 

①11月16日(月)18：30～ 山梨県社保協第20回総会 
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②10月14日(水)18：30～ 新医協東京支部第54回総会 

③10月24日(土)10：00～ 東京自治労連第27回定期大会 

 

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 11月17日（火）18：30～  資料：９～12 

② この間、日野、八王子、豊島社保協、町田、昭島社保協、足立、の６地域で事業者ア

ンケート実施。なお、品川・大田・西東京・葛飾・練馬でも計画中 

③今後の活動計画  

 ア、引き続き、各地域での自治体への要望・懇談を重視して実施していく。 

イ、第6期事業計画の内容の4月から実施する自治体と今後実施予定自治体の比較検討な

どを実施していく。 

ウ、来年１月16日（土）13：30から、ラパスホールで介護フォーラムを実施するが、そ

の内容について検討した。なお、前段で介護をよくする東京の会の総会を実施してい

くことを確認した。 

エ、介護保険改定の影響に関する事業所アンケートは108カ所を集約した。 

オ、12/20、21の医療・介護２年目学習交流集会に参加を組織していくことを確認し

た。 

④ 次回事務局会議 12月16日（水）13：00～15：00 自治労連会議室 

２）消費税廃止東京各界連絡会  

① 事務局会議 11月5日(木)13：45～ 東京自治労連会議室  資料：13～16 

② 報告事項 

 ア、10月のキャラバン宣伝行動のまとめを確認した。 

 イ、次回キャラバン行動（最終）の内容を確認した。 

ウ、東京都への陳情提出（４回定例会に提出し第１回定例会で審議）について確認。 

③ 次回事務局会議 12月8日(火) 13：45～ 自治労連会議室 

大塚駅北口宣伝行動12：00～13：00を再開する  

３）都民連第３回世話人会報告  

①第３回世話人会 11月５日(木) 13：30～  資料：17～20 

②都議会第4回定例会の日程 

 開会日  12月１日(火) 

 代表質問 12月８日(火) 

 一般質問 12月９日(水) 

 閉会日  12月16日(水) 

③次回世話人会 12月25日(金) 10：30～ 東京労働会館５階地評会議室 
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４、会計報告  資料： 21～ 25 

10月度の平均執行率は、91.7％になります。収入合計は10,531,872円・98.7％です。会

費は２地域から入金されました。累計では64団体・地域で納入団体は86.1％です。支出合

計は7,678,849円・72.0％です。収入・支出ともに特に大きな動きはありませんでした。 

 

２、協議事項  

※以下の情勢、当面の課題の提起を受け、討議を経て確認しました。なお、第46回総

会、第3回地域社保協事務局長会議の日程は、常幹後に調整をして決めました。 

１、情勢の特徴 

１）財政審、2016年度予算で社会保障費の自然増分5000億円弱に圧縮 

財政制度等審議会は11月24日、2016年度予算編成に向け社会保障の大幅削減を求めた建

議（意見書）をまとめました。軍事費については安全保障環境の「緊張度」の増大に触

れ、増加を認めました。建議は社会保障関係費について、2015年度予算比6700億円増に抑

圧していた概算要求よりもさらに圧縮し、5000億円弱の増加に抑え、診療報酬の「マイナ

ス改定」を明記しました。 

安倍内閣が６月末に閣議決定した「骨太の方針」では「経済・財政再生計画」として、

2016～18年度の「集中改革期間」の社会保障関係費の伸びを1兆5000億円に抑制する「目

安」を定めていました。 

2016年度は２年に１度の診療報酬の改定年度に当たります。建議は「診療報酬改定・薬

価改定が予定されており、社会保障分野における重要課題の一つ」だとして、薬価に加

え、｢診療報酬本体｣も「マイナス改定」を求めました。診療報酬が下がると、財政負担は

減りますが、薬局や医療機関の経営を悪化させ､｢医療崩壊」を進めることになります。 

建議は社会保障の「改革工程表」の策定を提言しました。高齢者の高額医療費制度の上

限額の引き上げ（2016年末までに結論）や、高所得者の年金支給開始年齢の引き上げ

（2017年通常国会への関連法案の提出）など、具体例も挙げて期限を切った社会保障削減

計画を明確にするよう求めています。 

２）子ども医療費助成での国庫負担減額措置の廃止を求める 

国保中央会など国保関係９団体は、11月19日に「国保制度改善強化全国大会」を開き、

子どもの医療費助成などを実施した市町村国保の国庫負担金・調整交付金を減額措置の廃

止を決議しました。 

また、全国知事会・全国市長会・全国町村会も子どもの医療費助成をした市町村国保の

国庫負担減額措置の廃止を求めて、塩崎厚労大臣、加藤1億活躍担当大臣に対して要請を

行いました。 

３）「１億総活躍社会」―安上がりの労働力確保 

安倍政権は、「戦争法」を数の暴力で強行し、「アベノミクス第２ステージ」として「１
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億総活躍社会」を実現すると、「新3本の矢」（「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子

育て支援」「安心につながる社会保障」）を打ち出しました。 

「新3本の矢」では、ＧＤＰ600兆円を掲げながら、現在490兆円余りのＧＤＰを引上げ

る道筋は示されていません。昨年の消費税増税後、ＧＤＰはマイナス成長で、４～６月期

のＧＤＰは年率換算で前期比マイナス1.2％落ち込んでいます。 

「子育て支援」、「安心の社会保障」といっても、公的な給付を縮小し、医療や福祉の市

場化・営利化を進めることであり、国民の安全・安心とは真逆の政策です。安倍政権の

「1億総括活躍社会」は、少子高齢化の中で、大企業・財界にとって都合の良い、安上が

りの労働力として、若者や女性・高齢者などを活用しようとするものに他なりません。 

また、安倍政権は、「新3本の矢」の目玉として、「介護離職ゼロ」をかかげましたが、

現実は介護現場を疲弊させ、ますます家族に負担を強いています。今年4月に、介護報酬

引き下げにより、閉鎖・休止に追い込まれる事業所が増加しています。処遇改善が進まな

い中で、人手不足が深刻化しています。 

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）全国署名について 別紙 

中央社保協、全労連、全日本民医連の三者連名の全国署名が11月末予定で作成中です。

東京では、全国署名の請願項目に、年金制度改善と国保組合育成強化の項目を加えた東京

独自の請願署名として東京社保協、東京地評、東京土建の連名署名として取り組みます。 

12月18日納品で署名用紙15万枚を作成し、受取人払いの署名付チラシも作成します。署

名付チラシは、加盟団体と相談の受け印刷部数を決めます。 

1枚単価 3.5円（地域社保協には無料で配布） 

２）都議会宛て東京独自の署名行動  別紙 

8万枚作成しています。12月資料配布時に一定枚数送付します。 

1枚単価 ４円（地域社保協には無料で配布） 

３）後期高齢者医療保険料の特例軽減の継続と保険料引き下げを求める（再掲） 

東京都後期高齢者医療広域連合議会に、特例軽減継続の意見書を求める陳情、2016年・

2017年の保険料を引き下げを求める陳情を出します。陳情書のひな形を作成しますので、

加盟団体、地域で提出してください。また、地域社保協は地元選出の広域連合議員の名簿

を参考に訪問し要請してください。 

４）介護改善に向けた取り組み 

①自治体との懇談・国への意見書を求める取り組み 

① 介護保険改善（制度改善、介護報酬引き上げなど）を国に求める各自治体の意見書

採択に取り組みます。 

② 総合事業についての自治体との懇談（介護事業所アンケートなどを活用して）を実

施し、実施状況や検討状況をつかみ要望を行っていきます。また、移行時に現行サー
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ビスを下回らない内容で実施させることを自治体に要求していきます。 

②2016介護フォーラム及び2015年度総会の開催 

総合事業の地域での実施状況や予定地域での検討状況、介護報酬の大幅引き下げの影響

などの実態を報告・交流する「介護フォーラム」を、来年1月16日（土）に実施します。

なお、その前段で介護をよくする東京の会2015年度総会を開催します。 

５）国保改善に向けた自治体アンケートの実施  資料：26 

現在20区、21市、4町村の44自治体から回答されています。引き続き、全自治体で集約

できるように働きかけます。 

６）１万か所学習運動の取り組み 

中央社保協では、「安全・安心の医療・介護大運動」として、署名活動、宣伝行動、自

治体・議会への働きかけを強めることを提起しています。そのために全国１万か所での大

学習運動に取り組み、「知を力に」運動を前進させることを呼びかけています。 

東京社保協としても地域や団体での学習会の集約を行います。2015年7月以降に開催し

た学習会で、①日時、②テーマ・演題、③講師名・肩書き、④主催団体、⑤参加人数の報

告書を作りますので、ご協力ください。 

７）医療・介護大運動全国交流集会の開催  資料：27～30 

日時 2015年12月20日(日)13：00 ～21日(月)15：00 

会場 愛知労働会館（〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-3 ℡052-883-6955） 

    ※ＪＲ金山駅下車15分 

資料代 1,000円 

内容 学習講演 「2015骨太方針と運動課題」（仮題） 芝田英昭立教大学教授 

   基調報告 山口一秀中央社保協事務局長 

   国保分科会 神田敏文氏 神奈川自治労連 

   介護分科会 林 泰則氏 全日本民医連 

（２）都議会第４回定例会  開会日行動   資料： 31～ 32 

日時 １２月１日(火) 11：35 集合 

集合 都庁第１庁舎１階ロビー 

日程 11：40～ 都知事要請 

   12：15～ 昼集会（都庁第１庁舎前歩道） 

参加 （   ）（   ）（   ）（   ）（   ） 

（３）戦争法廃止、安倍政権ノーの取り組み（再掲） 

①戦争法に賛成した来年改選議員を中心にした抗議ＦＡＸ 

国会・地元事務所へ向けた抗議ＦＡＸに取り組みます。抗議文は中央社保協で作成しま

す。（文書は12月資料と一緒に送付します。同時にメールでも送付します） 
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②戦争法廃止の毎月１９日行動 

「戦争させない・９条壊すな！総がかり実行委員会」は、強行採決の「19日を忘れな

い」と、毎月19日に国会周辺及び全国各地で「9月19日を忘れない行動」を提起していま

す。社保協としてもこの提起を積極的に受け止め、行動に参加します。地域では、共同行

動として取り組みをすすめます。 

③戦争法廃止署名の取り組み 

総がかり実行委員会は、戦争法廃止を求める2000万署名を提起しています。社保協とし

ても戦争法廃止に向けて署名に取り組みます。 

（４）滞納差押え学習会の開催  

日時 2016年1月30日(土) 10：30～ 

会場 けんせつプラザ東京 

主催 東京社保協 共催 中央社保協 

（５）地域医療を守る運動第 6回全国交流集会の成功を 

日時 2015年11月28日(土) 10：00～16：30 

会場 東京ビッグサイトＴＦＴホール 

資料代 500円 

（６）マイナンバー制度反対連絡会院内集会   資料： 33 

日時 １２月８日（火）13：30～16：30 

会場 衆議院第２議員会館 第１会議室 

内容 制度の背景や内容の学習、今後展開する運動の討議など 

 

３、第46回東京社保協総会にむけて 

１）開催日 

2016年3月20日（日）10：00開会 けんせつプラザ東京5階会議室 

２）2015年度繰越金処分案と2016年度予算案について 

会計の締め日が11月30日のため、第10回常任幹事会（12月24日）に提案します。 

３）総会議案について 

第10回常任幹事会（12月24日）に第１次案（骨子）を提案します。第45回総会決定をお

渡しします。 

４）第46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。 
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４、要請事項、その他 

（１）地域社保協会長会議  

日時 １１月２９日(日) 14：00～ 

会場 東京労働会館５階地評会議室 

出席連絡 竹崎三立会長、公文昭夫葛飾社保協、福井典子渋谷社保協、池野隆品川社保

協、宮澤圀寛江戸川社保協、矢野正明西東京社保協、岡村誠こまえ社保協、佐野英司

八王子社保協、浦田義典町田社保協、井口信治東久留米社保協、城田尚彦清瀬社保

協、任海千衛調布社保協、寺川、阿久津、相川 

（２）第３回地域社保協事務局長会議の開催  

多摩地域事務局長会議 2016年2月18日（木）14：00～ 会場未定 

23区地域事務局長会議 2016年2月22日（月）14：00～ 東京労働会館5階会議室 

※年明けに改めてお知らせしますが、事務局長のみなさん予定に入れておいてください 

（３）学習会講師、総会あいさつなど 

①11月27日(金)12：00～ 民医連退職者の会創立30周年記念のつどい…寺川 

②11月27日(金)18：30～ 品川社保協総会・学習会…石上次長 

③11月28日(土)13：30～ なんなん講座…寺川 

④12月14日(月)18：30～ 葛飾社保協学習会…相川 

⑤2016年２月17日(水)18：30～ 足立社保協社保学校…寺川 

メッセージ対応 

11月27日(金)11：00～ 都庁職養育院支部第79回大会 

12月19日(土)10：00～ 埼玉県社保協第24回総会 

（４）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） 

１１月 

２６日(木)13：30～ 東京社保協第９回常任幹事会 

     13：30～ 第23回オリパラ都民の会運営委員会 

２７日(金)10：00～ 都民要求実現大行動実行委員会 

     12：00～ 民医連退職者の会創立30周年記念のつどい 

 15：00～ 生存権裁判を支援する全国連絡会代表委員会 

     18：30～ 品川社保協総会 

２８日(土)     東京母親大会 

     10：00～ 地域医療を守る運動全国交流会 

     14：00～ なんなん講座 

２９日(日)14：00～ 2015年度地域社保協会長会議（交流会） 

３０日(月)10：00～ 第11回東京自治研基調報告第2回起草委員会 

     17：00～ 中央社保協第５回代表委員会 
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12月 

 １日(火)11：00～ 都議会第４回定例会開会日会派要請 

     12：15～ 都議会開会日昼集会 

     13：15～ 都知事要請行動（予定） 

 ２日(水)14：00～ 中央社保協第５回運営委員会 

 ８日(火)12：00～ 消費税廃止東京各界連大塚駅北口宣伝 

     13：30～ マイナンバー制度反対連絡会院内集会 

13：45～ 消費税廃止東京各界連事務局会議 

１０日(木)10：30～ 生存権裁判を支援する全国連絡会最高裁要請 

１４日(月)18：30～ 葛飾社保協学習会 

１６日(水)12：00～１８日(金)12：00 高齢者予算要求・厚労省前座り込み 

１６日(水)13：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

１８日(金)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第３回幹事会 

１９日(土)18：30～ 総がかり行動実行委員会「19日を忘れない国会正門行動」 

２０日～２１日（日・月） 中央社保協「安全・安心の医療介護大運動交流集会」 

２４日(木)13：30～ 東京社保協第10回常任幹事会 

２５日(金)10：30～ 都民連第４回世話人会 

     14：00～ 中央社保協第６回代表委員会 

2016年１月 

１３日(水)14：00～ 中央社保協第６回運営委員会 

１６日(土)13：30～ 介護フォーラム2016 

２８日(木)13：30～ 東京社保協は第11回常任幹事会 

３０日(土)10：30～ 滞納差押え問題学習会 

８月 

２８日～２９日（日・月） 第30回日本高齢者大会（東京）    


