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第45期第10回常任幹事会  報告  

日時 2015年12月24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（代）、金澤、斎藤、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  20/30（下線は欠席）議長：相川次長 

13：30～16：00 第10回常任幹事会  

 

【会長あいさつ】今年最後の常任幹事会です。政治情勢は、安倍内閣が成立して3年で

す。この3年間は様々な分野で制度改悪が進められてきました。特に今年は戦争法案を含

めて強引な国会運営がやられてきました。国民の怒りはくすぶっていますが、なかなか表

に出てこない状況です。来年の夏の参議院選挙でお返しをしたいなと思いますが、場合に

よっては衆参同時選挙との報道もあるようです。これから半年、大変になると思います。

医療の現場では、4月に診療報酬の改定があります。マイナスの1.03％、消費税が増税さ

れた上でのマイナス改定ですから大変なことになります。財務省から厚生労働省への圧力

が強力に進められています。来年は、少しでも良い年になるようにしたと思っています。

正月は、体を休めて、英気を養っていただきたいと思います。来年もよろしくお願いしま

す。 

 

１、報告   

※以下の報告を受け、補足の討議の上、了承しました。 

１、活動報告 

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 

     18：30～ 生存権裁判を支える新宿連絡会総会 

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)10：00～ 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（南部法律事務所、南部生協） 

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 
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     17：00～ 中央社保協第５回代表委員会 

12月 

 １日(火)11：40～ 都議会第４回定例会開会日都知事要請 

     12：15～ 都議会開会日昼集会 

 ２日(水)14：00～ 中央社保協第５回運営委員会 

 ４日(金)18：30～ 働く女性の東京集会 

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 

 ９日(水)18：00～ ２５条集会第４回実行委員会 

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 

     14：00～ 青森生存権裁判勝利院内集会 

１４日(月)12：30～ 医療介護大運動巣鴨駅前宣伝（中央社保協と共催） 

１５日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

１６日(水)～１８日(金) 高齢期運動連絡会座り込み 

１６日(水)13：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

     14：00～ 朝日健二さん偲ぶ会打合せ 

１７日(木)15：00～ 社会保障誌編集委員会 

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 

     15：00～ 東京社保協第２回事務局会議 

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 

 

２、中央社保協、地域社保協の取り組み  

（１）中央社保協  

12月２日(水)14：00～ 第５回運営委員会  資料集：１～８ 

12月20日(日)～21日(月) 医療介護大運動全国交流集会 

（２）東京社保協２０１５年地域社保協会長会議（交流会） 

11月29日(日)14：00～ 東京労働会館５階会議室 

 参加 葛飾、渋谷、品川、江戸川、東久留米、西東京、町田、こまえ、清瀬、調布、

八王子、竹崎会長、寺川・相川・阿久津 

 報告 竹崎会長、福井副会長から口頭で 

（３）学習会講師、総会あいさつなど 

①11月26日(木)18：30～ 生存権裁判を支える新宿連絡会総会…寺川 

②11月27日(金)12：00～ 東京民医連退職者の会創立30周年記念のつどい…寺川 

③11月27日(金)18：30～ 品川社保協総会・学習会…石上次長 
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④11月28日(土)13：30～ なんなん講座…寺川 

⑤12月14日(月)18：30～ 葛飾社保協学習会…相川 

【メッセージ対応】 

①11月27日(金)11：00～ 都庁職養育院支部第79回定期大会 

②12月19日(土)10：00～ 埼玉県社保協第24回総会 

 

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 12月16日（水）13：00～  資料集：９～12 

② この間、日野、八王子、豊島、町田、昭島、西東京、足立、品川の8地域で事業者ア

ンケート実施。なお、大田・葛飾・練馬・中野でも計画中 

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、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 1月6日（水）13：00～15：00 自治労連4階会議室 

２）消費税廃止東京各界連絡会  

① 事務局会議 12月8日(火)13：45～ 東京自治労連会議室  資料集：13～17 

  大塚駅北口宣伝行動 6団体19人 

② 報告事項 

 ア、7月から11月のキャラバン宣伝行動のまとめを確認した。 

 イ、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）と都議会各会派ま 

わり行動報告について確認した。 

③ 次回事務局会議 1月14日(火) 13：45～ 自治労連会議室 

大塚駅北口宣伝行動12：00～13：00 

３）生存権裁判を支える東京連絡会第３回幹事会 

① 幹事会 12月18日(金)13：30～ 東京労働会館5階会議室 

② 25条集会 10月28日(水) 日比谷野音で開催し、全国41都道府県から4,000人が参加 

③ 青森生存権裁判・最高裁要請と院内集会 要請行動に40人、院内集会に50人が参加 

④ 基準引き下げに対する新訴訟 12月24日(木)に鹿児島県で33人が提訴予定 

   全国26番目の訴訟、鹿児島原告、愛知2次訴訟含めて原告は865人に 

⑤ 全国連絡会の副会長・朝日健二さんか10月17日に逝去 
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   2016年4月9日(土)に生存連全国連絡会、東京連絡会、中央社保協共催で偲ぶ会 

⑥ 次回幹事会 2016年2月26日(金)13：30～ 東京労働会館４階自治労連会議室 

４）都民連第４回世話人会  

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 

 

４、会計報告  

省略 

 

５、都議会開会日行動 資料集： 18～ 19 

12月１日(火)11時40分から、佐藤都政策企画局総務部知事秘書課長を窓口に要請書を手

渡し、口頭で補足の要請を行いました。 

12時15分から都庁前で昼集会を開催しました。参加者は250人。東京地評森田議長によ

る開会あいさつ後、3団体から決意表明がされました。相川次長が介護をよくする東京の

会として「介護事業所アンケート結果から見た実情」を、都障教組書記長の板原氏が「障

害児教育の環境整備にむけて」、平和委員会事務局長の岸本氏が「横田基地・オスプレイ

配備問題」をそれぞれ、報告しました。会派から尾崎あや子共産党都議があいさつしまし

た。 

知事要請参加者：坂本常幹・吉野常幹・松岡さん・寺川事務局・相川事務局 

 

２、協議事項  

※以下情勢報告を受け、当面の課題、要請などについて提案、討議後確認しました。 

１、情勢の特徴 

１）「１億総活躍社会」に向けた政府の緊急対策 

「介護・保育 100万人分整備」など、安倍内閣は「１億総活躍社会」に向けた緊急対

策を、「ＧＤＰ（国内総生産）600兆円」「希望出生率1.8」「介護離職ゼロ」という「新３

本の矢」を掲げて検討してきました。 

「介護離職ゼロ」では整備目標を、現在の「38万人分」から「50万人分以上」に引き上

げました。介護施設ではない「サービス付き高齢者住宅」など８種類の施設・在宅サービ

スを寄せ集めたものです。しかし、特別養護老人ホームの待機者だけでも50万人を超えて

おり、ニーズには程遠いものです。 

「希望出生率1.8」では、保育の受け皿を40万人分から50万人分に増やしました。しか

し、出生率1.8になれば保育利用者は100万人以上増えるとみられており、遠く及びませ

ん。50万人分は「認可保育所以外の多様な受け皿を整備」として、ニーズが一番多い認可

保育所には背を向けています。 
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「ＧＤＰ600兆円」では、最低賃金を年率３％ずつ引き上げて全国平均1000円をめざす

としました。しかし、３％では物価上昇率と同程度で実質賃金の増加にはなりません。ワ

ーキングプア（働く貧困）解消どころか、内需拡大にもならないものです。 

介護職員は全産業平均と比べて賃金が月10万円も低く、職員を確保できないため、高齢

者の受け入れを制限している施設も少なくありません。現状でも2020年度には20万人も不

足する見通しです。保育でも７万人不足します。ところが緊急対策には、人材確保に最も

効果がある賃金の引き上げが盛り込まれていません。介護福祉士をめざす学生に対する学

費貸与制度の拡大などにとどまります。 

安倍首相は「安心につながる社会保障」と繰り返していますが、実際にやっているのは

社会保障の削減です。今年度から介護報酬を過去最大規模で削減し、介護事業所の閉鎖や

サービス削減など利用者に深刻な影響を広げています。 

非正規労働者の「正社員転換」も掲げていますが、実際には、労働者派遣法を改悪し、

｢生涯ハケン」「正社員ゼロ」をつくりだそうとしています。 

年金では、「低年金者支援」として１千万人の低年金者に3万円の給付金を配るとしてい

ますが、給付金は一度限りで､貯蓄に回る可能性もあり、マスコミからも「持続的な消費

拡大につながらない」「露骨な選挙向けのばらまき」などと指摘されています。 

２）診療報酬引き下げを決める 

2016年度政府予算案の焦点だった診療報酬の総額について、安倍内閣は実質的に1.03％

引き下げることを決めました。診療報酬は、公的医療保険で医療サービスや薬の公的な価

格です。その総額の改定率を引き下げることは、患者に必要な医療を提供する仕組みを揺

るがし、医療の質の低下にもつながります。安心・安全の医療を求める国民の願いに逆ら

う、診療報酬引き下げを決めた安倍政権の責任は重大です。 

医療機関に支払われる診療報酬は、国民の払う保険料や公費などが財源です。2016年度

は２年に１度行われる診療報酬の改定年度にあたるため、社会保障費の削減を加速する安

倍政権下で財務省などは、予算編成のなかで診療報酬改定を「社会保障分野における重要

課題」と位置付けてきました。 

2014年度改定では報酬全体を0.1％引き上げたものの、消費税増税に対応した分を差し

引けば実質的には1.26％もの引き下げでした。医療機器の購入などで消費税増税分が病院

の支出増となってのしかかったのに、増税対応分もそれに見合っていないため、病院の経

営はますます苦境に追い込まれました。医療現場の疲弊を加速させておきながら、反省も

なく2016年度改定でもいっそうの医療費圧縮を強行する。２回連続で診療報酬の実質引き

下げを強行した安倍政権のもとでは、安心・安全の医療を国民に保障することはできませ

ん。診療報酬は引き下げでなく、引き上げに転じることこそ必要です。 

３）安保法制（戦争法）廃止へ「市民連合」を結成 

安保法制（戦争法）に反対してきた諸団体の市民有志は12月20日、「安保法制の廃止と

立憲主義の回復を求める市民連合」（略称＝市民連合）を結成しました。同日、都内で記

者会見し、戦争法廃止など、市民連合による候補者支援の基準を示し、参院選で「傲慢

（ごうまん）な権力者を少数派に」としました。 
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市民連合は、戦争法廃止の2000万署名を｢共通の基礎｣に置き、①安全保障関連法の廃

止、②立憲主義の回復（集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を含む）、③個人の尊厳

を擁護する政治の実現、に向け野党共闘を求め、「これらの課題についての公約を基準

に、参議院選における候補者の推薦と支援を行う」と明記しました。 

来年夏の参院選の32の１人区で市民連合は｢野党が協議･調整によって候補者を１人に絞

りこむことを要請する」とし､候補の擁立について｢野党とともに必要に応じて市民団体が

関与」し調整するとの方針を提示しました。 

 

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）「社会保障は国の責任です」（全国署名）について  署名は別紙 

地域社保協では、東京社保協・東京土建・東京地評の連名による署名（チラシ面が黄色

ベース）を活用してください。東京土建では組合員数を目標に１～３月を中心にとりくみ

ます。全労連加盟組合、民医連の事業所には、中央社保協・全日本民医連・全労連の連名

署名（チラシ面がピンク色ベース）が送付されています。東京では、どちらの署名も同様

に集約をします。集約は、通常国会終了までになります。集めた署名を上部組織に送る場

合は、集約数を東京社保協に報告して下さい。 

ハガキ付チラシ（受取人払い）は15万枚を年明けに作成します。宣伝行動、ポスティン

グなどで活用してください。ポケットティッシュは、各地域で調達してください。 

２）都議会宛て「子育て支援のため 子ども医療費無料化拡充と子どもの保険料軽減を求

める」陳情署名（東京社保協と加盟９団体の連名）の取り組み  署名は別紙 

８万枚を作成しました。現在、東京土建（５万枚）、東京地評（３千枚）、八王子社保協

（８千枚）、昭島社保協（2千5百枚）、清瀬社保協（2千枚）、西多摩社保協（5百枚）と南

部生協（6千枚）の合計7万2千枚が活用されています。子育て支援の拡充を求める都民の

願いを具体化する重要な取り組みです。全地域・加盟団体で活用してください。すでに、

注文書と見本の署名用紙は送付済みです。地域社保協には無料で送付します。注文が8万

枚を超えた場合は、増し刷りします。東京土建は４～５月に集中的に組織内で取り組みま

す。 

※ 第１次集約 １月末    最終集約 ５月末 

３）宣伝行動 

①中央社保協との共同宣伝 

月１回の共同宣伝に取り組みます。 

１月27日(水)12：00～13：00 池袋駅東口（全労連社保闘争本部と共同） 

②常任幹事会宣伝 

４月、５月の常任幹事会は、前半のミニ学習会を中止し、３時半から４時まで大塚駅北
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口で宣伝を行います。（１月・２月は総会準備のため宣伝は行いません） 

③共同宣伝 

全国署名は、社保協、地評、土建の三者連名、都議会陳情署名は、加盟９団体との連名

署名になっていますので、共同宣伝実施に向けた打ち合わせを行います。 

４）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。 

５）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

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）13：30からラパ

スホールで開催します。なお、その前段で12：30から、介護をよくする東京の会2015年度

総会を開催します。 

６）国保改善に向けた自治体アンケートの回収状況  

現在21区、24市、８町村の53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。 

７）１万か所学習運動の取り組み  資料集：20 

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

協は、別紙「1万か所学習運動報告書」で地域・団体の学習運動を集約します。 

（２）戦争法廃止、安倍政権ノーの取り組み 

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。  資料集：21～31 
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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、ハガキ署名付チラシ（52円切手を貼ってもらう）を作成して、毎月の19日宣伝、地域

へのポスティングなどに活用します。 

（３）滞納差押え学習会の開催   チラシは別紙  

日時 2016年1月30日(土) 

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 

＜内容・スケジュール案＞ 

11：00～    開会（開会あいさつ 丸山副会長、司会：寺川） 

11：05～12：25 基調講演「滞納処分・差押問題をどう見るか」（仮）  浦野税理士 

12：25～12：45 質疑 

12：45～    昼食休憩（昼食は各自で） 

13：45～14：45 特別報告①（30分）過酷な取り立ての実態と運動（全商連） 

        特別報告②（30分）徴収現場の実態（自治体職員） 

14：45～15：55 運動交流 群馬、神奈川、千葉、東京（北区社保協）（各15分） 

15：55～16：25 全体交流（フロア発言） 

16：25～16：30 閉会あいさつ（中央社保協） 

（４）マイナンバー制度反対の取り組み 

①国会請願署名の取り組み  署名は別紙 

現在、約2万筆が集約されています。来年の通常国会期間中に提出予定です。引き続き

署名へのご協力をお願いします。 

②マイナンバー制度反対宣伝行動 

日時 1月22日(金) 12：00～13：00 

場所 新宿駅前（詳細は後日）   主催 マイナンバー制度反対連絡会 

 

３、第46回東京社保協総会にむけて 

１）開催日 

日時 2016年３月20日(日) 10：00～16：30 
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会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部） ５階 

【タイムテーブル案】 ※任務分担は次回決めます。 

０９：３０       常任幹事集合・打合せ 

０９：３０       受付開始（    ）（    ）（    ） 

１０：００～      学習会開会 進行：（    ） 

１０：０５～      情勢学習  講師 芝田英昭立教大学教授 

１１：１５       第46回定期総会開会 

１１：１５～１１：２０ 開会あいさつ （竹崎会長） 

            ※議長確認 （      ）（      ） 

１１：２５～１１：４５ 来賓あいさつ 各６～７分 

１１：４５～１２：２５ 45期活動総括（案）・46期方針（案）（寺川事務局長） 

１２：２５～１２：４０ 介護アンケートの特徴  （相川事務局次長） 

１２：４０～１３：２０ 昼食休憩 →お弁当とお茶は事務局が準備 

１３：２０～１３：４０ 45期決算報告（寺川事務局長） 

会計監査報告（会計監査） 

46期予算（案） (寺川事務局長） 

１３：４０～１５：４０ 討論→発言通告用紙で順番を決める（途中で休憩） 

※はじめに新加盟団体の紹介・あいさつ  

 「ＣＵ東京」（2015年6月25日第4回常幹承認） 

１５：４０～１５：５０ 休憩 

１５：５０～１５：５５ 方針（案）・予算（案）の採択（拍手で） 

１５：５５～１６：００ 役員提案 （   副会長）→確認は議長で 

１６：００～１６：１０ 新旧役員紹介・あいさつ （    新会長） 

１６：１０～１６：１５ 総会アピールの提案（    ）→拍手で確認 

１６：１５       議長退任 

１６：１５～１６：２０ 閉会あいさつ （   副会長） 

 

１６：３０～１８：３０  新旧役員交流会 

２）2015年度繰越金処分案と2016年度予算案について  

①2015年度決算の確認、繰越金の処分案 

②2016年度予算案の特徴 

３）周年事業積立金会計は継続 

東京社保協は、1970年に再建して、2020年に50周年を迎えます。50周年記念行事に備え

て、今年も30万円の積み立てを行います。 

４）総会議案について 

①年明けに第１次案を送付します。 

 ②第11回常幹（2016年１月28日）で第１次案を議論し、第２次案を第12回常幹前に送付

します。 
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５）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。 

６）第46回総会までの諸会議 

①常任幹事会 

第11回常任幹事会…１月28日(木)13：30～ 

第12回常任幹事会…２月25日(木)13：30～ 

②地域社保協事務局長会議 

第３回多摩地域…2月18日(木)14：00～ 地域保健企画ビル 

第２回23区地域…2月22日(月)14：00～ 東京労働会館５階会議室 

 

４、要請事項、その他 

（１）常幹資料のＨＰへのアップでの資料の扱い変更  

会長会議などでも要望のあった、常任幹事会資料のＨＰへのアップを今回の常任幹事会

分から実施します。ＨＰへのアップは会計関係資料、個人情報に係るもの以外とします。

そのため、会計報告は資料集から除外します。 

（２）「建設アスベスト訴訟の早期解決と被害者の救済を求める請願」署名への

協力  

東京土建豊島支部より表記署名の協力要請がありました。この署名は、全建総連（中央

社保協加盟）として取り組むもので、衆参両院で計200万筆を目標にしています。東京土

建は組合員の3倍を目標に取り組みます。社保協としても加盟団体である東京土建の運動

に協力します。 

（３）加盟団体の旗びらき、新春のつどい 

①１月６日(水)18：30～ 東京地評新春旗びらき・ホテルベルクラシック 

            …寺川、相川 

②１月７日(木)     東京医労連旗びらき…相川 

③１月７日(木)18：30～ 東京自治労連新春旗びらき・都庁第２庁舎４階食堂…寺川 

④１月８日(金)18：30～ 東京私教連旗びらき・エデュカス東京…寺川 

④１月14日(木)18：00～ 東京土建旗びらき・ヒルトン東京…竹崎会長、寺川、相川 

⑤1月18日(月)     福保労東京地本旗びらき…寺川 

（４）学習会講師、総会あいさつなど 

①１月18日(月)13：00～ こまえ社保協学習会…寺川 

②１月19日(火)14：00～ 東京保健生協練馬協議会「くらしの学校」…寺川 

③１月29日(金)18：30～ 世田谷社保協総会・学習会…寺川 
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④２月６日(土)14：00～ 三医研「国保広域化問題」研究会…寺川 

⑤２月17日(水)18：30～ 足立社保協「社保学校」…寺川 

（５）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） 

12月 

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 

 ４日(月)12：00～ 戦争法廃止！安倍内閣退陣！1.4国会開会日総がかり行動 

 ６日(水)12：15～ 国会前昼集会 

 ８日(金)12：00～ 憲法東京共同センター宣伝行動 

１３日(水)14：00～ 中央社保協第６回運営委員会 

１６日(土)13：00～ 介護をよくする東京の会総会 

13：30～ 介護フォーラム2016 

１８日(月)13：00～ こまえ社保協学習会 

１９日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

     14：00～ 東京保健生協練馬協議会「くらしの学校」 

     18：30～ 「19日を忘れない」国会前行動 

２０日(水)12：15～ 国会前昼集会 

２２日(金)12：00～ マイナンバー制度反対宣伝行動 

２５日(月)14：00～ 民意が届く選挙制度の実現を！選挙制度を考える学習集会 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第11回常任幹事会 

２９日(金)18：30～ 世田谷社保協総会・学習会 

３０日(土)10：30～ 滞納差押え問題学習会 

２月 

 ３日(水)12：15～ 国会前昼集会 

     14：00～ 中央社保協第７回運営委員会  

６日(土)14：00～ 三医研「国保広域化問題」研究会 

 ８日(月)～９日(火) 中央社保協関東甲ブロック事務局長会議 

１０日(水)18：30～ 第11回東京自治研第２回実行委員会 

１４日(日)13：00～ 安倍ＮＯ！☆0214大行進in渋谷 

１６日(火)10：30～ 中央社保協2015年度全国代表者会議 

12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

１７日(水)12：15～ 国会前昼集会 

18：30～ 足立社保協・足立社保学校 

１８日(木)14：00～ 東京社保協第３回多摩地域社保協事務局長会議 

１９日(金)14：00～ 社会保障誌編集委員会 

２２日(月)14：00～ 東京社保協第２回23区地域社保協事務局長会議 

２５日(木)13：30～ 東京社保協第12回常任幹事会 
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２６日(金)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第４回幹事会 

３月 

 １日(火)13：00～ 3.1ビキニデー 

 ２日(水)14：00～ 中央社保協第８回運営委員会 

１５日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

２０日(日)10：00～ 東京社保協第46回総会 

２６日(土)     原発のない未来を！3.26全国大集会 

４月 

 ５日(水)14：00～ 中央社保協第９回運営委員会 

 ９日(土)14：00～ 朝日健二さんを偲ぶ会（仮称） 

１９日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第１回常任幹事会（予定） 

５月 

１７日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

２６日(木)13：30～ 東京社保協第２回常任幹事会（予定） 

６月 

２１日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

２３日(木)     参議院選挙公示日（予定） 

     13：30～ 東京社保協第３回常任幹事会（予定） 

７月 

１０日(日)     参議院選挙投開票日（予定） 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第４回常任幹事会（予定） 

８月 

２８日～２９日（日・月） 第30回日本高齢者大会（東京）    


