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第45期第11回常任幹事会  報告  

日時 2016年１月28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、杉山、植松、佐々木、中村（代）、佐田、酒井、水上、

坂本、金子、西川、吉野、岡本、森松、前沢  11/30（下線は欠席）議長：相川次長 

13：30～16：00 第11回常任幹事会  

【会長あいさつ】「国会も開かれ、先日の1月19日は寒風の中、5800人が国会前に集まりま

した。みなさんの怒りのすごさを感じました。宜野湾市長選は、残念な結果に終わりまし

たが、引き続き頑張っていきたいと思います。今年も一年よろしく、お願いします。」 

 

１、報告   

※以下の報告を受け、確認しました。 

１、活動報告 

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 

     18：30～ 東京地評旗びらき 

７日(木)18：30～ 東京自治労連旗びらき 

    18：30～ 東京医労連旗びらき 

８日(金)12：00～ 憲法東京共同センター宣伝行動 

     18：30～ 東京私教連旗びらき 

１３日(水)14：00～ 中央社保協第６回運営委員会 

１４日(木)18：00～ 東京土建本部旗びらき 

１５日(金)10：00～ オリパラ都民の会運営委員会 

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 

     18：35～ 福保労東京地本旗びらき 

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 
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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)13：30～ 朝日健二さんを偲ぶ会事務局会議 

     15：00～ 生存権裁判を支援する全国連絡会事務局会議 

２７日(水)12：00～ 大運動宣伝行動 

     14：30～ 中央社保協代表委員会 

２８日(木)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  

（１）中央社保協  

１月13日(水)14：00～ 第６回運営委員会  資料集：1～11 

※中央社保協全国代表者会議の開催 

  日時 ２月16日(火) 10：30～ 

  会場 全労連会館２階ホール 

（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…寺川、相川 

②１月７日(木)18：30～ 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…寺川 

④１月８日(金)18：30～ 東京私教連旗びらき…寺川 

⑤１月14日(木)18：00～ 東京土建旗びらき…竹崎会長、寺川、相川 

⑥１月18日(月)18：35～ 福保労東京地本旗びらき…寺川 

（３）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 

 

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 1月6日（水）14：00～  資料集：12～19 

② この間、日野、八王子、豊島、町田、昭島、西東京、足立、江東、江戸川、墨田、葛

飾、品川の12地域で事業者アンケート実施。なお、大田・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、1月16日（水）にラパスホールで介護フォーラム・総会を実施し60人が参加した。 
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④ 次回事務局会議 2月17日（水）18：30～ 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 1月14日(木)13：45～ 東京自治労連会議室  

  大塚駅北口宣伝行動 6団体12人 署名9筆 

② 報告事項 

 ア、情勢討議と各団体の取り組みを交流した。 

 イ、今後の体制（事務局長）について討議した。 

③ 次回事務局会議 2月29日(月) 13：45～ 自治労連会議室 

大塚駅北口宣伝行動12：00～13：00 

３）都民連第４回世話人会 資料集：20～23 

①第４回世話人会 2015年12月25日(金)10：30～ 

②特別報告 「東京都議会第４回定例会報告」 曽根はじめ都議 

③2016年都議会第1回定例会の日程 2016年2月17日 

④2016年度東京都予算案に関する学習会 

日時 2月8日(月) 10：00～ 

  会場 東京地評会議室 

⑤次回世話人会 ２月３日(水) 10：00～ 東京労働会館５階地評会議室 

４）オリパラ都民の会第25回運営委員会 資料：24～25 

①第25回運営委員会 1月15日(金)10：30～ 

②競技場計画の変遷や新国立競技場問題、開催時期の問題などのチラシ作成を検討 

③ＪＳＣ（日本スポーツ振興センター）との面談 1月22日(金) 

④次回運営委員会 2月12日(金)10：00～ 東京労働会館5階地評会議室 

５）生存権裁判を支える東京連絡会幹事会 

 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、後期高齢者医療広域連合議会傍聴行動  資料： 26 

 １月２７日（水）に、平成28年度第１回定例議会が開催されました。議案は特別区人

事委員会勧告に基づく職員給与及び労働条件の改定と、平成28・29年度の保険料改正を含

む広域連合の新年度予算の案件が審議され、いずれの議案も賛成多数で可決されました。 

 東京社保協としては陳情を提出できませんでしたが、西多摩社保協と三多摩健康友の

会から、後期高齢者保険料の特例軽減措置の廃止中止を求める国への意見書と、軽減廃止

が実施された場合の広域連合としての軽減措置の実施を求める陳情が提出され審議が行わ

れました。残念ながら、賛成は出席28議員中賛成5人で否決されました。 

 保険料の改正については、4月から所得割・均等割とも引き上げる議案が可決されまし

た。その内容は、均等割額は4万2200円から4万2400円に200円引き上げ。所得割は8.98％

から9.07％に0.09％引き上げになります。なお、年金収入が年168万円以下の方は保険料

額が据え置きになります。（当初１人当たり保険料10万3358円と６.４％値上げする検討案
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が出されていましたが、財政安定化基金や剰余金を取り崩して今回の提案になりました） 

 傍聴には、西多摩・小平・八王子社保協、東京土建、東京社保協から６人が参加しま

した。 

 

５、会計報告  

省略 

 

２、協議事項  

１、情勢の特徴 

※各課題について、提案を受け、議論を経て決定しました。 

（１）安倍暴走政治ストップ、戦争法廃止へ第 190通常国会開会日行動  

1月4日、第190回通常国会が開会し、会期150日、6月1日閉会予定の国会論戦がスタート

を切りました。開会日には、中央社保協の仲間も含め3800人以上が、総がかり行動実行委

員会の開会日行動に結集しました。 

中央社保協は、国民大運動実行委員会は、安保破棄中央実行委員会とともに、1月6日

(水)を皮切りに、隔週で定例昼休み国会行動を行い、「軍事費を削って、くらしと福祉・

教育の充実を」の旗印を高く掲げ、戦争法廃止、辺野古新基地建設阻止、消費税増税阻

止、教育、社会保障の拡充、TPPからの撤退など切実な国民要求を実現するため、春から

夏の参議院選挙を視野に、広範な国民共同をもって闘いぬく所存です。 

安倍首相は1月4日、夏の参院選に関わって「与党で過半数」獲得が勝敗ラインであると

発言しました。与党内からは日標が低すぎる、議席が伸び悩んだ場合の政権維持の予防線

だ、自民単独過半数獲得、改憲勢力で3分の2をめざす等の声もあわせて報道されていま

す。与党の参院の現有議席は135(過半数122)に達しています。夏の参院選で改選となる与

党議員は、自民50人、公明9人です。国民要求実現の立場、オープンな立場でこの与党勢

力との徹底した論戦を行い、夏の参議院選挙で与党を過半数割れに追い込むことが安倍政

権打倒、戦争法廃止等、諸悪の根源を断つことにつながります。年が明けたばかりで恐縮

ですが、集中した闘いの中、夏はあっと言う間に来ます。継続的かつ波状的な国民共同の

広がりを、皆さんと一緒に切り開こうではありませんか。（大運動推進ニュースより） 

（2）軍事費５兆円超す2015年度補正予算  

一般会計総額３兆3213億円の 2015年度補正予算が1月20日の参院本会議で、自民、公明

両党などの賛成多数で可決・成立しました。日本共産党、民主党、社民党、生活の党など

が反対しました。 

予算審議のなかで、消費税率10％に増税すると１世帯あたり３万５千円の負担増になる

との政府答弁を覆し、６万２千円に上ることを認めたことは重大です。国民を欺いて増税

するなどこれほどの背信行為はなく、来年４月からの消費税増税は中止すべきです。 
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軍事費が補正予算と2015年度本予算を合わせると過去最高の５兆1718億円になり、戦争

法を財政面から支えるもので認められません。 

補正予算は、安倍政権が掲げる「一億総活躍社会」に関連する施策に１兆1646億円を充

て、このうち臨時給付金に事務費を含め3624億円を計上。住民税が非課税の65歳以上、約

1100万人に参議院選挙前の６月までに支給するもので、露骨な選挙対策です。 

（3）軍事予算の拡大と社会保障費の削減－２０１６年度予算案  

安倍内閣は12月24日、2016年度政府予算案を閣議決定し、現在国会で審議されていま

す。国の基本的な予算規模を示す一般会計の総額は、2015年度当初比0.4％増の96兆7218

億円と、当初予算としては過去最大になりました。社会保障は抑制し、軍事費は過去最

大、当初予算として５兆円の大台を初めて突破しました。 

国と地方を合わせた大企業の法人実効税率を現行の32.11％から29.97％へ引き下げ、さ

らに2018年度には29.74％まで引き下げるとしています。一方で、国民に対しては2017年

度から消費税率を10％へ引き上げることを前提に、同時に導入する「軽減税率」は、食料

費などの税率を８％に据え置くとしていますが、「軽減」どころか国民にとって4.5兆円も

の負担増です。 

軍事予算拡大の一方で、社会保障費は、通常１兆円から8000億円の自然増を、「骨太方

針」にそって5000億円まで抑え込むとしており、自己責任を強調し、公的給付を削減する

一方で、医療や介護を企業の儲けのための成長産業として位置づけ営利化を強行していま

す。 

（４）2016年度東京都予算原案を発表  

2016年1月15日に、2016年度予算原案が発表されました。一般会計歳入は7兆110億円の

規模になります。舛添都政は、「「『世界一の都市』の実現に向けた取組を加速化・深化さ

せ、力強く前進させる予算」としています。 

2015年度予算編成方針であった「都民福祉の充実による生活の質の向上」文言が2016年

度予算編成方針から外され、「東京都長期ビジョンが指し示す2020年とその先の将来像の

実現に向けて積極果敢な施策展開を図る」として2020オリンピック・パラリンピックに向

けた大型開発や施設整備などに力点を置いています。 

「世界一の福祉都市の実現」という舛添知事の公約に照らせば、全体としてはきわめて

不十分です。多くの都民が切実に求めている少人数学級を推進する立場もなく、都営住宅

の新設は17年連続ゼロであることも、重大な問題です。 

 さらに防災対策では、道路建設に力が注がれる一方、「あらゆる対策の大前提」（中央防

災会議）とされる住宅の耐震化対策は軽視され、きわめて不十分な住宅耐震化助成予算す

ら６割も減額されるなど軒並み減らされています。 

福祉予算は増えていますが、そのほとんどは、国の社会保障制度による義務的経費が高

齢者人口の増加などにともなって増えるものにすぎません。また、保育園整備のための区

市町村への支援が増額され、特別養護老人ホームの整備も補助制度が一部改善され予算も

増額されていることは重要ですが、待機児童・待機者解消のためには、さらなる大幅な増
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設が必要です。保育園や特養ホームの整備促進のためにも、保育士や介護士などの給与の

大幅な改善をはじめ、人材の養成・確保・定着対策の拡充が緊急に求められているにもか

かわらず、不十分とはいえません。  

 

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）署名30万筆を目標に取り組む 

  署名は別紙 

① 署名用紙は、東京社保協、東京土建、東京地評の連名で、Ａ４版署名用紙15万部、

署名ハガキ付チラシ（受取人払い）15万部の合計30万部を作成しました。ハガキ付チラシ

（受取人払い）は２月に地域社保協中心に送付します。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。 

地域社保協では基本的にこの署名用紙を活用してください。全労連加盟労組や民医連で

は、中央社保協作成の署名用紙も活用します。 

② ７月に参議院選挙し、第190通常国会が６月１日閉会予定ですので、５月末までを

「集中宣伝期間」とし、全都で宣伝を強めます。署名そのものは、秋の臨時国会を含め

て、年内取り組みます。 

介護では4月から新たに要支援1・2の通所・訪問サービスが11の自治体で総合事業に移

行するので、総合支援事業の始まる自治体もあります。介護難民（介護が受けられな

い）・介護地獄（家族介護のため失業・生活ができない）をうまないためにも参議院選挙

一大争点に押し上げます。 

③ 署名の目標を30万筆として全ての地域社保協、都団体がまず、構成員・役員で署名

し、基礎的な数を集約しましょう。 

④ 9の日宣伝や消費税宣伝などと連携して宣伝を行いましょう 

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 

当初８万枚を作成しましたが、大量の活用注文があったため、3万5千枚を増し刷りし、

現在、東京土建（５万枚）、東京地評（３千枚）、保険医協会（１万２千枚）、東京医労連

（３千枚）、東京民医連（１万枚）、福保労（４千枚）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）、東久留米社保協（４千

枚）、と南部生協（6千枚）の合計10万5千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。 

※ 第１次集約 １月末    最終集約 ５月末（第2回定例会日程で変動） 
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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。 

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

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）介護改善に向け、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。 

５）国保改善に向けた自治体アンケートの回収状況  

現在23区、24市、８町村の55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（再掲）  資料集：27 

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。 

２）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。 ハガキ署名付チラシは別紙 
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３）講演集会「立憲主義回復への道のり、日本の政治状況と労働組合の役割」（仮称） 

日時 3月6日(日) 13：30会場 14：00～ 

会場 東京大学駒場キャンパス・900番教室 

内容 小林節慶応大学名誉教授の講演、市民連合やママの会などのスピーチ他 

呼びかけ 東京地評、東京土建、東京大学教職員組合、東京大学教養学部教職員組合 

４）憲法東京共同センター呼びかけの宣伝行動 

２月９日(火)12：00～13：00 新宿駅西口 

２月19日(金)12：00～13：00 池袋駅東口 

３月８日(火)12：00～13：00 新宿駅西口 

（３）第 190通常国会の取り組み 

１）定例の国会前集会 

毎回 12：15～13：00  衆議院第2議員会館前歩道 

２月３日、17日、3月２日、16日、４月６日、20日、５月11日、25日 （全て水曜日） 

２）院内集会・国会議員要請行動 

日時 3月16日(水) 10：30～ 

会場 ２月15日以降に確定 

主催 中央社保協、東京社保協、東京土建の共催 

（４）安倍政権ＮＯ！0214大行進 in渋谷   チラシは別紙  

日時 ２月１４日(日) 13：00～ 

会場 代々木公園けやき並木 

サブタイトル「民主主義を取り戻せ！戦争させるな！」 

主催 同実行委員会 

(５)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 

参加 東京 人  東京以外 人  合計人 

（６）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）院内集会  資料：28～29 

日時 2月19日(金) 13：30～ 
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会場 衆議院第2議員会館 多目的ホール 

資料代 500円 

主催 行財政研究所、マイナンバー制度反対連絡会 

３）マイナンバー制度反対宣伝行動 

日時 2月26日(金)12：00～13：00 

場所 新宿駅西口 

主催 マイナンバー制度反対連絡会 

（７）2016年都議会第１回定例会行動  

１）開会日行動 

日時 ２月17日（水）   集合 

集合 都庁第１庁舎１階ロビー 

日程 秘書課長との日程調整後に連絡しますが、12時15分からの昼集会の前後で知事要

請、会派要請を計画します。 

※知事への要請書は、12月第4回定例会で提出したものです。2月15日までに加筆・訂正

してください。  資料集：30～31 

２）2016年度東京都予算案学習会 

日時 ２月８日(月) 10：00～11：30 

会場 東京地評会議室 

講師 日本共産党東京都議団 

主催 都民連、革新都政の会 

（8）第 44回東京社保学校の開催時期について 

7月に参議院選挙が行われるため、選挙前の情勢を学ぶために５月中に開催します。 

 

３、第46回東京社保協総会にむけて 

※予算案について確認し、議案については第１次案の提案、討議を行いました。２月中

旬をめどに第２次案を作成します。 

（１）開催日 

日時 2016年３月20日(日) 10：00～16：30 

会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部） ５階 

（２）2015年度繰越金処分案と2016年度予算案について  別紙  

①2015年度決算の確認、繰越金の処分案 

②2016年度予算案の特徴 
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（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 

本日の議論を受け、補強し、個別課題については、加盟団体の協力も受けながら第２次

案を作成、第12回常幹（2月25日）で再度議論をします。 

（５）第 46期役員の推薦について 

現在役員を派遣している団体・地域に推薦依頼を行いました。 

（６）第４６回総会までの諸会議  

①常任幹事会 

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）八王子市長選挙、府中市長選挙での候補者推薦について 

八王子市長選挙は１月17日告示、24日投開票で闘われました。八王子社保協からの推薦

要請を受け、「平和・くらし・環境・八王子プロジェクト」推薦で無所属新人の五十嵐仁

候補（政治学者・元法政大教授）の推薦を決定しました。 

1月24日告示された府中市長選では、府中社保協からの推薦要請を受け、「市民自治をす

すめる府中の会」推薦の寺下章夫候補（元東京地評事務局次長、社保協加盟のＣＵ東京組

合員）の推薦を決定しました。 

（2）加盟団体の旗びらき、新春のつどい 

①2月10日(水)18：30～ 中央区労協16年新春交流会…寺川 

（3）学習会講師、総会あいさつなど 

①１月29日(金)18：30～ 世田谷社保協総会・学習会…寺川 

②２月６日(土)14：00～ 三医研「国保広域化問題」研究会…寺川 

③２月９日(火)19：00～ 3.13重税反対ねりま実行委員会マイナンバー学習会…寺川 

④２月17日(水)18：30～ 足立社保協「社保学校」…寺川 

⑤２月26日(金)18：30～ 葛飾社保協第21回総会…相川 
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⑥３月26日(土)18：20～ 東京保険医協会総会記念懇親会…寺川、相川 

（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） 

１月 

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 

 ２日(火)17：00～ マイナンバー制度反対連絡会代表者会議  

３日(水)10：00～ 都民連第５回世話人会 

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 

 ８日(月)10：00～ 2016年度東京都予算案学習会 

 ９日(火)12：00～ 憲法東京共同センター新宿駅西口宣伝 

     19：00～ 3.13重税反対ねりま実行委員会マイナンバー学習会 

１０日(水)18：30～ 第11回東京自治研第２回実行委員会 

１２日(金)10：00～ オリパラ都民の会第26回運営委員会 

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～ 2016年都議会第1回開会日行動昼集会（前後で要請行動） 

12：15～ 国会前昼集会 

18：30～ 足立社保協・足立社保学校 

18：30～ 介護を良くする東京の会事務局会議 

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)12：00～ 憲法東京共同センター池袋駅東口宣伝 

     13：30～ マイナンバー制度反対院内集会 

14：00～ 社会保障誌編集委員会 

18：30～ 19日を忘れない国会行動 

２１日(日)14：00～ 止めよう！辺野古埋め立て2.21首都圏アクション国会大包囲 

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 

２６日(金)12：00～ マイナンバー制度反対新宿駅西口宣伝 

13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第４回幹事会 

２９日(月)12：00～ 消費税廃止東京連絡会大塚駅宣伝 

     13：45～ 消費税廃止東京連絡会事務局会議 

３月 

 １日(火)13：00～ 3.1ビキニデー 
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 ２日(水)12：15～ 国会前集会 

14：00～ 中央社保協第８回運営委員会 

 ６日(日)14：00～ 講演集会「立憲主義回復への道のり」 

 ８日(火)12：00～ 憲法東京共同センター新宿駅西口宣伝 

１５日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

１６日(水)10：30～ 院内集会・議員要請（中央・東京社保協、東京土建共催） 

12：15～ 国会前集会 

１９日(土)13：00～ １９日を忘れない「日比谷野音集会」計画 

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 

 ６日(水)12：15～ 国会前集会 

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 

２０日(水)12：15～ 国会前集会（前後で院内集会予定） 

     13：30～ 介護で院内集会・議員要請 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第１回常任幹事会（予定） 

５月 

１１日(水)12：15～ 国会前集会 

     14：00～ 中央社保協第10回運営委員会 

１７日(火)12：30～ オール大塚・大塚駅北口宣伝 

２１日～２２日（土・日） 生存権裁判を支援する全国連絡会第10回総会・交流会 

２３日～２９日（月～日） 2016介護ウェーブ 

２４日(火)11：00～ 介護なんでも相談会、宣伝行動 

２５日(水)12：15～ 国会前集会 

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）    

 


