
20191024第７回常任幹事会 

- 1 - 

 

第49期第７回常任幹事会  報告  

日時 2019年10月24日(木)13：30～ 

会場 東京労働会館５階地評会議室 

出欠：須田、白滝、石村、芝宮、椎橋、西川、寺川、窪田、阿久津、西坂、相川、小形、

深沢、西銘、加藤(都生)、佐藤、杉山、佐々木、田村、市橋、酒井、加藤、坂本、名越、

菅谷、吉野、岡本、森松、前沢   17/29（下線欠席）議長：窪田次長 

13：30～15：30 第７回常任幹事会 

15：40～    補聴器助成制度拡充に向けての打ち合わせ 

 

１、  報告  

※以下の報告を受けて確認しました。 

１、活動報告 

９月 

２０日(金)10：00～ 都民生活要求大行動第２回実行委員会 

     13：30～ 生存裁判を支える東京連絡会第７回幹事会 

２４日(火)13：45～ 消費税廃止東京各界連絡会事務局会議 

２５日～２６日（水～木） 第33回日本高齢者大会in福島（２日間のべ3,800人参加） 

２６日(木)18：00～ 中央社保協代表委員会 

２８日(土)14：00～ 日野・市民自治研究所学習会 

２９日(日)10：00～ 東京地評大会 

３０日(月)13：00～ 都民連第１回世話人会 

１０月 

 ２日(水)13：00～ 中央社保協第２回運営委員会 

 ５日(土)12：30～ 横田基地もいらない！市民交流集会 

 ６日(日)13：30～ 介護学習交流集会 

 ８日(火)10：30～ 社会保障誌編集委員会 

     13：30～ オリパラ都民の会運営委員会 

 ９日(水)10：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

     18：30～ 新医協東京支部第58回総会 

１４日(祝)11：00～ 地蔵通り商店街入口「４の日」宣伝 

１６日(水)12：15～ 定例国会行動 

１７日(木)13：00～ 憲法いのち社会保障まもる10.17国民集会 

１９日(土)15：00～ 総がかり行動「１９日行動」 

２０日(日)     私教連第82回大会 

２１日(月)13：45～ 消費税廃止東京各界連絡会事務局会議 
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２４日(木)13：30～ 東京社保協第49期第７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   

10月２日(水)13：30～ 中央社保協第２回運営委員会  資料：１～９ 

10月18日(金)13：30～ 中央社保協関東甲ブロック事務局長会議 

（２）加盟団体・友諠団体の総会・学習会など  

①９月26日(木)09：00～ 第33回日本高齢者大会分科会…寺川 

②９月28日(土)14：00～ 日野・市民自治研究所国保学習会…寺川 

③９月29日(日)10：00～ 東京地評第18回大会…メッセージ 

④10月９日(水)18：30～ 新医協東京支部第58回総会…メッセージ 

⑤10月20日(日)     第82回東京私教連大会…メッセージ 

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 10月9日(水)10：10～11：15  資料：10～11 

②協議内容 

 ・10月6日（日）「介護学習交流集会」57名参加、講演と9発言の感想、まとめ。 

・総合事業の状況について、早急に項目を検討して各自治体調査することを決めた。 

・総会を2月29日（土）午後にラパスホールで開催することを決め、会場を確保した。

同時に情勢学習会も行い、芝田立教大教授に要請する。 

・11月1日の対都要請行動での介護分野における要請項目と発言者を決めた。 

③「4の日」宣伝10/14、11/14や11/11介護・認知症電話相談など今後の予定や相談員確保

状況を確認。 

④次回事務局会議 11月13日(水)10：00～自治労連会議室。 

（２）消費税廃止東京各界連絡会   

①事務局団体会議 9月24日(火)13:45～14:30   

    10月21日(月)13:45～14:30  資料：12～13、チラシは別紙 

②9/24大塚駅北口昼宣伝 5団体11名参加。14筆、ティシュ約200配布。 

 10/21  同宣伝    6団体14名参加。16筆、ティシュ約200配布。 

 次回宣伝は 11月14日(月)11:30～12:00 巣鴨駅：社保協宣伝の前時間に 

 ・9/12ストップネット国会内集会には600名が参加、会場からあふれ急遽議員会館前で

も集会を開催。当日署名が43万筆寄せられ、提起から9カ月間で108万6001筆となっ

た。9/23の新宿のネットワーク、各界連緊急デモにも600名が参加し、怒りの強さを

示した。 

・インボイスは3年後だが、出入り業者を集めてインボイスの学習会をはじめている事
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業者がある。これによってインボイスの番号をもらわない下請けは淘汰される可能性

もある。 

・増税前は駆け込み納品で民商会員は大変だったところもある。 

・軽減税率での混乱がある。ポイント還元もカード会社への2％程度の手数料、売上入

金が1カ月後になり資金繰りが厳しくなる、現金買いのお得意と差をつけられないな

ど中小業者は普及に積極的ではない。 

③全国、東京各界連宣伝10/1(火)17時～ 新宿西口。200名参加、署名59筆。その他各地

域でも宣伝が実施された。定例宣伝を10/24(木)12時～ 新宿西口で開催。 

・消費税廃止各界連絡会は、「消費税廃止めざし、5％にもどせ」を趣旨とした個人、団

体向け新署名を提起。署名用紙が作成された。 

・各界連は「10％増税を告発する各界懇談会（仮称）」を11/27(水)午後、国会内で開催

予定。 

・東京各界連総会と学習会は、12月16,17,21日のどれかで開催予定。学習会は財源にも

触れつつ消費税と社会保障問題をテーマとしたらどうか。 

・東京各界連18年度決算案（2018/9/1～2019/8/31）が提示された。学習会など未開催

だったので約14万円の単年度収支黒字。新年度になったので、会費請求をしたい。 

・ストップネットは軽減措置の終わる来年６月末まで活動を継続。名称は「消費税10％

増税ストップネットワークに改める。これまでの署名も10％撤回させる趣旨で6月ま

で継続する。 

・10％ストップネットの国会内集会を11/1(金)12～13時、第2議員会館・多目的室にて

開催する。 

④次回事務局団体会議 11月14日(月)10:00～ 自治労連会議室 

（３）都民連    

①第1回世話人会 ９月30日(月)13：00～  資料：14～18 

②「2019年第３回都議会定例会の振り返り」 曽根はじめ都議会議員 

③４定～20年１定にむけた都議会の動き 

（総務委員会）１定に犯罪被害者等を支援する条例案が出される。 

（経済港湾委員会）卸売市場条例の改悪。４定へ条例提案。18年卸売市場法の改悪で、旧

法にあった直荷引きの禁止規定などが削除された。これに準じた条例改定の危険性。7/4

市場協議会にて審議会報告が提出される。 

（産業労働局）都民就労応援条例（理念条例）の新設へ。4定提案の予定。 

④４定の日程（未定）11月26日議会告示の見込み 

開会（本会議）12月３日(火) 

代表質問   12月10日(火) 

一般質問   12月11日(水) 

閉会（本会議）12月18日(水) 

⑤次回世話人会  11月15日(金)13：30～ 
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（４）生存権裁判を支える東京連絡会  

①裁判期日 

 第５回 11月６日(水)11：30～ 東京地裁103号法廷  チラシ別紙 

 第６回 １月15日(水)11：30～ 東京地裁103号法廷 

 ※地裁前行動は10時30分集合です。 

②第５回期日の行動  

日時 11月６日(水)11：30～ 

場所 東京地裁前 集合 

内容 10：30～11：30 地裁前宣伝行動・入廷行進、要請署名の提出 

   11：30～12：30 第５回口頭弁論 

   12：30～14：00 移動、昼食 

   14：00～15：00 報告集会（衆議院第1議員会館大会議室） 

③東京地裁あて要請署名10月3日現在  個人7,227筆、団体124団体 

④生存権裁判を支える東京連絡会第12回総会 

  日程 10月26日(土)13：30～ 

  会場 けんせつプラザ東京５階会議室 

⑤次回第１回幹事会 11月21日(金)10：30～ 

（５）都民生活要求大行動実行委員会  

対都要請行動 11月1日(金)9：30～ 都庁第２庁舎２庁ホール 

（６）東京高齢期運動連絡会   チラシ別紙  

①高齢期をめざす東京のつどい 11月20日(水)杉並公会堂   

 13：30～16：30 参加費1000円。記念講演に前川喜平さん。参加目標千名 

大会後に組織や内容について具体的な詰めを行う。 

②分科会（場は東京都生協連会館） 

第１・11月14日(木)13：30～「高齢になっても安心して住み続けられるまちづくり」 

第２・11月６日(水)13：30～「だれもが自分らしく生きる社会を考える」 

第３・11月13日(水)13：30～「人間らしく生き続けるために」 

第４・11月15日(金)13：30～「高齢者の働きがい・生きがい」 

第５・11月19日(火)13：30～「ひとりぼっちにしたい共同墓所づくり 

②当面の取り組み 

・後期高齢、医療費2割負担反対の運動。大会後に新たな署名をスタート。 

・補聴器助成でアクションを起こす。すでに要請している所もある。 

①都生連で10月４日に都知事要請 

  ②常幹後、打ち合わせを行い、各自治体への要請、請願等の状況を把握し改めて方

針化することを確認しました。 

・次期にむけて役員選考委員会の発足 

③ 厚労省前座り込み行動 
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  日時 12月11日(水)13：00～13日(金)12：00 

  主催 日本高齢期運動連絡会、東京都老後保障推進協会 

④ 次回常幹 11月18日(月)14：00～ 東部区民事務所予定 

 

４、会計報告   

省略 

 

2、協議事項  

１、情勢の特徴 

（１）台風被災者へ厚労省告知「現金なくても受診できます」  

台風19号被害をめぐっては14都県391市区町村に災害救助法が適用されました（10月22

日現在）。 

井上哲士日本共産党参院議員が10月16日の予算委員会で実施を求めた被災者の医療費窓

口負担の減免について、加藤勝信厚労相は10月17日、国保や介護保険等の保険者（自治体

など）に、政府として窓口負担免除を要請すると発表。免除分の財源を国が措置すると表

明しました。 

これを受け厚生労働省のホームページには、「台風19号で被災された皆様の医療機関等

での窓口での支払いは不要です」と大きく告知するページが登場しました。 

救助法適用市町村に住所があり、「被災された方が…医療機関等の窓口で…該当する旨

を申告すれば、窓口での支払いは不要です」としています。対象となるのは、「住家の全

半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした」場合など。「罹災（りさい）証明

書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません」と強調しています。 

10月21日に厚労省が都道県に出した事務連絡の「台風第19号に伴う災害の被災者に係る

一部負担金等の取扱いについて（その２）」によると、この制度に手を挙げたのは391市町

村のうち約半数の196にとどまっており、厚労省は「医療機関・薬局向けリーフレット」

「患者向けリーフレット」を作成し制度の周知をはかるとともに、政府として１４都県へ

のアンケートもおこなって活用を推進しています。 

※厚労省事務連絡文書 資料：19～29 

（２）「病院内の保育所、企業委託最多に」医労連が実態調査  

日本医労連は10月21日、2018年度の病院内に設置されている保育所の実態調査結果を発

表しました。今年３月時点の状況について、40都道府県139施設が回答しました。 

保育所の設置主体は「病院」が83.5％に上る一方で、運営主体は「企業委託」が46.8％

で、「病院」の36.7％を今回上回りました。負担削減が背景にあるとみています。 

保育士の雇用形態は、正規60.0％、非正規40.0％。勤続年数１年未満が、非正規は正規

の２倍の20.0％。３年未満が40.6％と４割を超えています。劣悪な処遇で働き続けること
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が困難なことが背景にあるとみられます。保育士の初任給は、平均約16万5000円で、厚労

省賃金構造基本統計調査よりも約２万8000円低くなっています。 

（３）独居高齢者の生活保護利用率急増  

厚生労働省の調査によると、今年７月に生活保護を利用した世帯は約162万9千世帯で、

約89万7千世帯が高齢者世帯でした。その９割にあたる約82万世帯が１人暮らしの高齢者

世帯で、全利用世帯の半数を占めました。生活保護を利用する１人暮らしの高齢者世帯は

年々増加。2018年度は月平均80万4873世帯で、10年前（2008年度・46万8390世帯）の1.7

倍となりました。同じ期間の他の利用世帯は1.3倍増ですから、１人暮らしの高齢者世帯

での増加はきわだっています。 

１人暮らしの高齢者世帯で生活保護利用が増え続けている背景には、同世帯に無年金と

低年金の世帯が多いことがあります。 

2018年国民生活基礎調査で、「65歳以上の者のいる世帯」で、世帯類型別に「公的年

金・恩給受給者のいない世帯」の割合をみると、夫婦のみ世帯では1.6％（12万5千世帯）

ですが、男性の１人暮らし世帯では8.7％（19万4千世帯）、女性の１人暮らし世帯では

3.6％（16万5千世帯）です。このなかには、働くなどして収入を得ている世帯も含まれて

いますが、１人暮らしの高齢者世帯で無年金の世帯が多いことがわかります。 

また、2017年老齢年金受給者実態調査をもとに、老齢年金を受給する１人暮らし世帯の

家計の状況をみると、平均年収は約204万円で公的年金（年平均約145万円）が７割を占め

ています。また、４割近い世帯が年収150万円未満という状況です。 

現在、１人暮らしの高齢者世帯は683万世帯（2018年）ですが、国立社会保障・人口問

題研究所は、2040年には896万3千世帯に達すると推計しています。１人暮らしの高齢者世

帯の生活困窮化に歯止めをかけるためにも、無年金の解消と年金水準の底上げなど“減ら

ない年金”“暮らせる年金”の実現が急務となっています。 

 

２、当面の重点課題 

（１）2019年新25条署名  

10月14日(祝)は、地蔵通り商店街入り口で、東京31人（内土建26人）、中央６人の37人

が参加して、11時から12時45分まで宣伝を行い、署名65筆（新25条署名51、消費税15）、

ティッシュ3,500個を配布しました。 

東京社保協・中央社保協の共同での「４の日宣伝」は、2017年２月からスタートし、10

月まで28回、延べ1,022人、2,463筆の署名、70件の介護相談・年金相談、約128,500個の

ハガキ付ティッシュを配布しています。 

①地域社保協にプラスターの活用を（再掲） 

宣伝行動を成功させるためにブラスター３種類を地域社保協に送付しました。裏張りを

して宣伝行動で活用してください。地域社保協は無料です。追加の頒布料は、3枚セット

で千円です。 
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②以降の「4の日」宣伝予定 

① ＪＲ巣鴨駅前宣伝（時間は12：00～13：00） 

11月14日(木)、１月14日(火)、２月14日(金)、 

４月14日(火)、５月14日(木) 

※11月は、介護宣伝と共同で行います。 

②地蔵通り商店街入り口宣伝（11：00～13：00） 

10月14日（月・祝）、12月14日(土)、３月14日(土)、６月14日(日) 

③各地域社保協では独自・共同の宣伝（再掲） 

９の日宣伝や消費税宣伝の時に合同で計画してください。 

④「国民負担増をストップし、国の責任で社会保障制度の拡充を求める請願」署名（新25

条署名）都内各地で 

①  10月18日現在 71,260筆を集約 

②  目標を30万筆として全ての地域社保協、都団体が、まず役員・構成員で署名し、基

礎的な数を集約しましょう。 

③  引き続き中央社保協と共同して「4の日」宣伝として毎月14日に巣鴨駅（ロングラン

宣伝は地蔵通り商店街入口）での宣伝に取り組みます。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 

④ 来年通常国会冒頭に署名提出行動を計画しますので、年内いっぱい集約します。 

⑤ 集まった署名は、上記のようにこの署名は東京独自の署名です、東京社保協に集中し

てください。通常国会終盤の５月22日に提出しました。次回は、来年の通常国会冒頭の

予定です。 

（２）2019秋からの共同行動強化についての行動  

中央社保協は、全国総会で以下の方針を確認し各地域での取り組みを呼びかけていま

す。 

①社会保障改善運動交流集会 

社会保障拡充、社会保障予算の確保を求め、社会保障各分野で奮闘する諸団体、労働組合

に呼びかけ、年末をめどに、社会保障改善運動交流集会を、25条共同行動実行委員会と共

同で開催します。 

日時 12月４日(水)17：30～ 

会場 衆議院第１議員会館大会議室 

講師 芝田英昭立教大学教授 

② 10－11月を社会保障強化月間(11月は介護月間もあわせて実施) 

「憲法25条を守り、活かそう」(仮)を統一スローガンに掲げ、賛同を呼びかけた昨年の

取り組みを踏まえ、今年も社会保障分野の各集会、行動、地域での各集会、行動、学習会

等を集約し、○○万人行動を目指します。そのための統一スローガン「あなたもわたしも
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安心してくらせる社会を」の方向で調整 

行動の一環として、10、11月の「４」の日宣伝（14日の宣伝行動）、25日共同宣伝等の

全国的な統一宣伝行動について検討します。また、予定される全国集会、行動等に結集し

ます。 

10月25日(金) 年金フェスタ／一揆（雨で中止） 

10月25日(金) 25条共同宣伝行動（御茶ノ水）（雨で中止） 

10月末日（予定） 『骨格提言』の完全実現を求める大フォーラム行動 

11月４日(月・祝) 子どもたちによりよい保育を！ 11.4大集会 

11月10日(日) 介護全国学習交流集会  チラシ別紙 

11月11日(月) 介護なんでも電話相談  チラシ別紙 

11月14日(木) 4の日宣伝、介護改善統一宣伝行動（巣鴨） 

11月23日(土) 地域医療を守る全国運動交流集会 チラシ別紙 

11月25日(月) 25条共同宣伝統一行動（12：00～ 新宿駅西口） 

12月22日(日) 国保料、滞納・差押東日本ブロック学習交流集会 

③第200臨時国会、定例国会行動 

10月30日、11月13日、11月27日 

※いずれも水曜日、12：15～13：00 

④総がかり行動の取り組み 

日時 11月3日(日)15：00～ 

場所 国会議事堂正門前 

（３）後期高齢者医療制度の負担増に対する取り組み  

後期高齢者の生活を直撃する窓口負担原則２割化について、政府は、今秋の臨時国会で

の強行も目論んでいます。現在、新たな署名を検討中です。中央社保協の行動に結集し手

運動を強化します。 

（４）安倍９条改憲阻止に向けて  

3000万署名の到達は、東京共同センター系は201万2525筆（東京地評は目標100万筆、10

月４日現在到達100万6554筆）の到達です。全国共同センターなどは、引き続き署名運動

を中心とした安倍9条改憲阻止の取り組みを継続・強化しています。憲法東京共同センタ

ーは、今後の全国市民アクションや総がかり行動実委の提起にもとづき、秋の臨時国会

（10月4日開会）を節目標にして、取り組みをすすめます。 

3000万署名は引き続き取り扱いながらも、秋の取り組みとして「日米地位協定の抜本的

改定を」署名（安保中央）、オスプレイ反対署名（横田6者協署名、木更津署名、11月24日

より横田東京署名）にも並行して取り組みをすすめ、９条改憲により日米軍事一体化が野

放図に進む危険性を大いに訴えていきましょう。 
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（５）年金署名2019「若い人も高齢者も安心できる年金制度を」の取

り組み  

2020通常国会まで取り組みます。 

（６）第48回東京社保学校  

日時 11月10日(日) 10：00～  チラシ別紙 

会場 けんせつプラザ東京（東京土建本部会館） 

内容 第１講義「2020年代社会保障改革の行方と課題」 

 講師：芝田英昭立教大学コミュニティ福祉学部教授 

 第２講義「権利性が明確な『生活保障法』に」 

講師：林治弁護士 

 第３講義「都民によりそう明日の都立病院へ」 

          講師：氏家祥夫・都立病院の充実を求める連絡会代表 

 報告・手遅れ死亡事例報告（東京） 

          報告：窪田光東京社保協事務局次長 

※参加者の組織をお願いします。 

（７）東京社保協第50回総会の日程  

 日時 2020年３月29日(日) 

 会場 けんせつプラザ東京 

 ※50周年記念行事は2021年開催の第51回総会に合わせて企画します。 

（８）東日本滞納処分・差押問題学習交流集会（仮称）  

  日時 12月22日(日)10：30～ 

  会場 日本医療労働会館２階会議室 

 

２、要請事項、その他 

（１）東京保険医協会が復旧支援ボランティアの方へ破傷風ワクチン無

料接種に関する取り組み  

がれき搬出などの作業中に釘やガラスでケガをした場合、破傷風感染を起こす方がいま

す。破傷風菌に感染すると数日から最長数カ月の潜伏期間を経て、神経毒により開口不全

や呼吸困難を起こし、最悪の場合死に至る場合もあります。子どもの時に予防接種を受け

ていても免疫は消えてしまうので、再度の接種が必要です。 

東京保険医協会は、被災地支援のボランティア活動に敬意を表し、医療団体として皆さ

まのお力になりたいと考え、破傷風の予防接種を無料で行うことといたしました。ぜひご

利用ください。（東京保険医協会のＨＰより） 

事前予約制ですからＨＰで確認の上、申し込んでください。 
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（２）公立・公的病院の「再編・統合」に関する自治労連の談話  

資料集参照してください。  資料：30～33 

（３）横田基地にオスプレイはいらない11.24東京大集会  

日時 11月24日(日)13：00開会、集会後アピール行進。 

日程 13：00 開会 

国会・都議会情勢報告、連帯挨拶、リレートーク 

14：20 アピール行進 

（第２ゲート～フレンドシップパーク～どんぐり公園2.5km） 

会場 福生市・多摩川中央公園（JR青梅線「牛浜駅」徒歩12分） 

主催 オスプレイ反対東京連絡会 

（４）水道民営化問題シンポジュウム  

１）企画名 水道民営化問題 都議会内シンポジウム（仮称） 

２）目的 

➀水道事業の民営化・ビジネス化の本質について学ぶ。 

②都当局や都議会会派に対し、民営化への反対世論を示す。 

③先行する取り組みを紹介して、地域・組織内での取り組みを広げる。 

３）日時 11月27日（水曜日）15：00～17：00 

４）会場 東京都議会棟内・6階第1会議室（都当局、都議会会派へのアピール 

のため） 

５）内容 

第1部 ドキュメンタリー『どうする？日本の水道』の上映（40分。2019年7月完成） 

第2部 シンポジウム（50分） 

 シンポジスト（確定） 

内田聖子氏（PARC）・・・上記ドキュメンタリー製作者として、水道事業のビジ

ネス化の狙いと市民生活への影響について触れていただきます。 

尾林芳匡氏（弁護士、八王子合同法律事務所）・・・PFI、公共サービスの私化の

問題点を中心に触れていただきます。 

６）進行 

15：00開会 ドキュメンタリー上映（40分） 

15：45 シンポジウム 

16：40 都議会会派からのご挨拶 

16：50 行動提起後、閉会 

７）参加費無料（参加費・資料代はいただきません） 

８）主催 都民要求実現全都連絡会（都民連） 

（５）東京社保協常任幹事会日程  

第８回 11月28日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 
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第９回 １月23日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 

第10回 ２月27日(木)13：30～ 労働会館５階地評会議室 

（６）加盟団体・友諠団体の学習会、総会あいさつなど  

① 10月31日(木)10：00～ 都生連第57回大会…窪田 

② 11月９日(土)14：00～ こまえ社保協第７回総会・学習会…寺川 

③ 11月13日(水)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第3分科会…寺川 

④ 11月13日(水)15：10～ 第27回東京退職者の会連絡会総会…窪田 

⑤ 11月25日(月)18：00～ 府中社保協学習会…窪田 

（７）当面の日程  

１０月 

２５日(金)12：30～ 年金フェスタ／一揆 雨のため中止 

２６日(土)13：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第12回総会 

３０日(水)12：15～ 定例国会行動 

３１日(木)10：00～ 都生連第57回大会 

１１月 

 １日(金)09：30～ 都民生活要求大行動実行委員会対都要請行動 

 ３日(日)15：00～ 総がかり行動国会前集会 

６日(水)11：30～ 新生存権裁判東京第５回期日 

13：00～ 中央社保協第３回運営委員会 

13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第２分科会 

９日(土)14：00～ こまえ社保協第７回総会・学習会 

 １０日(日)10：00～ 第48回東京社保学校 

      13：00～ 2019年介護全国学習交流集会 

 １１日(月)10：00～ 介護・認知症なんでも無料電話相談 

 １３日(水)10：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

      12：15～ 定例国会行動 

13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第３分科会 

15：10～ 第27回東京退職者の会連絡会総会 

１４日(木)10：00～ 消費税廃止東京各界連絡会事務局会議 

12：00～ 巣鴨駅前「４の日」宣伝 

     13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第１分科会 

１５日(金)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第４分科会 

１８日(月)14：00～ 東京高齢期運動連絡会常任幹事会 

１９日(火)13：30～ 都民連第２回世話人会 

13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい第５分科会 

２０日(水)13：30～ 第30回ゆたかな高齢期をめざす東京のつどい 

２１日(木)10：30～ 生存権裁判を支える東京連絡会第１回幹事会 
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２４日(日)13：00～ 横田基地にオスプレイはいらない11.24東京大集会 

２５日(月)18：00～ 府中社保協学習会 

２７日(水)12：15～ 定例国会行動 

     15：00～ 水道民営化問題シンポジュウム 

２８日(木)13：30～ 東京社保協第49期第８回常任幹事会 

１２月 

 ３日(火)12：15～ 都議会第４回定例会開会日行動（予定） 

４日(水)13：00～ 中央社保協第４回運営委員会 

    17：30～ 社会保障改善運動交流集会 

１１日(水)13：00～１３日(金)12：00 厚労省前座り込み 

１４日(土)11：00～ 地蔵通り商店街入口「４の日」宣伝 

１５日(日)10：00～ 東京母親大会 

２６日(木)13：30～ 東京社保協第49期第９回常任幹事会 

 


