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第４３期第３回常任幹事会  報告  

日時 2013年４月25日(木)13：30～ 

会場 東京労働会館５階会議室 

参加（敬称略）：竹崎、松本、中村、南條、堀口、高柳、福井、寺川、相川、塚本、前

沢、小形、深沢、西銘、金澤、斎藤、杉山、植松、國米、北川、小嶋、佐田、酒井、秦、

坂本、金子、西川、吉野、岡本、森松  18/30（下線は欠席） 議長：前沢事務局次長 

※東京土建は松丸さんから中村さんに変更になりました。 

※都教組は岸田さんから金子さんに変更になりました。 

13：30～14：00 ワクチン接種の無料化の取り組み 東京保険医協会 小形常幹 

14：00～16：00 第３常任幹事会 

≪会長あいさつ≫「『推進法』の前提となるマイナンバー法案が現在審議されている。

５月中旬にとおるだろうといわれている。税と社会保障の一体改革で税を取るための法律

になる。アベノミクスが４か月になる、これから本性が出てくるだろう。先日は靖国神社

参拝も行われた。各国から反発がでているが、反発が出ることを予測しての行動ではない

か。こういう中で憲法改正の動きも活発化しているし、アベノミクスで国民に甘い幻想を

持たせようとしているが、大企業中心の景気回復に惑わされず、国民生活に密着した社会

保障制度の改善運動が必要。社保協も新しい体制になって３回目の常幹、これから今まで

以上に頑張らなくてはならない。ワクチン接種の運動などは子どもやお母さん方に密接な

運動、社保協の新しい分野の活動として新たな繋がりも作っていけると思う」 

１、報告  

※以下の報告を承認しました。 

１、活動報告 

３月 

２９日(金)10：00～ 東京土建独自国会行動・学習会 

     18：30～ 台東社保協第１９回総会 

３１日(日)13：30～ 東京公害患者と家族の会総会 

４月 
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 ３日(水)11：30～ 中央社保協介護部会 

     12：30～ 中央社保協国保部会 

     14：00～ 中央社保協第１０回運営委員会 

４日(木)18：00～ 東京自治フォーラム実委 

６日(土)13：00～ 生存権裁判を支える東京連絡会総会 

 ９日(火)13：30～ 三多摩地域社保協事務局長会議 

     19：00～ 江東社保協拡大幹事会・学習会 

１０日(水)12：15～ 国会前昼集会 

13：30～ ２３区地域社保協事務局長会議 

１１日(木)12：00～ 消費税大増税中止を求める国民集会 

１５日(月)10：00～ 安心年金つくろう東京連絡会事務局会議 

17：00～ 中央社保協臨時代表委員会 

１７日(水)10：30～ 東京社保協独自国会行動 

１９日(金)14：00～ 中央社保協関東甲ブロック会議 

２０日(土)13：30～ 清瀬社保協総会・学習会 

２１日(日)10：00～ 障都連第４０回総会 

   13：00～ 西東京社保協総会 

２２日(月)16：00～ 中央社保協第１１回代表委員会 

２４日(水)12：15～ 国会前昼集会 

２５日(木)13：30～ 東京社保協第３回常任幹事会（東京労働会館５階会議室） 

２、中央社保協、地域社保協の取り組みなど  

（１）中央社保協    

第１０回運営委員会 ４月３日（水）14:00～17:00 

（２）第４３期第１回地域社保協事務局長会議を開催  

【三多摩地域社保協事務局長会議】 

日時：2013年４月９日(火)13：30～16：00 会場：東京土建府中国立支部会館 

参加：清瀬（末永）、国立（水川）、調布（長谷川）、西東京（岡本）、八王子（橘田）、 

府中（吾妻）、狛江（小田井）＝７人 事務局（寺川、相川）、保険医協会（小形、森田） 

【２３区地域社保協事務局長会議】 
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日時：2013年４月10日(水)13：30～16：00 会場：東京労働会館５階会議室 

参加：板橋（山内）、江戸川（小永井）、大田（為壮）、北区（森松）、江東（小栗）、 

品川（鳥海）、渋谷（新井、松井）、豊島（熊谷）、練馬（薬師）、港（窪田）＝11人 

事務局（寺川、相川）、保険医協会（小形） 

※常任幹事会決定に基づいて報告・提案を行い、４月以降の宣伝行動などで「推進法」

廃止署名に取り組むことを確認しました。 

※予防接種の無料化を求める運動については、東京保険医協会・小形事務局長、森田事

務局員から提案があり、２６市では東久留米市、小金井市の２市が１割自己負担になるの

で、地域社保協、保険医協会で協力して無料化に向けた取り組みをすすめることを確認し

ました。（その後小金井市も無料化になり、東久留米市のみとなっています。） 

※討議の中で以下のような要望を受けましたので、今後具体化を図ります。 

① 介護アンケートの結果資料がほしい 

② 介護や生保で、民家を借り上げての宿泊施設など違法な貧困ビジネスが広がっている

ので、実態調査をしてほしい 

③ 介護や保育所などの施設建設の土地に都有地を活用できないか 

④ 風疹の予防接種補助の要請ひな形を作成してほしい 

⑤ 自衛隊が市街地を歩行する訓練が昨年強行されたが今年もあるようなら早急に反対の

運動を強めたい。また、北区役所で制服を着た自衛隊員が庁舎内で訓練のようなことを

していたようだが他区ではどうか 

⑥ 国保の差し押さえが増加しているので差し押さえに対する反対の運動、差し押さえを

させないための学習が必要 

（３）各地域社保協総会・学習会、都団体での講師・あいさつ    

①３月２９日(木)10：00～東京土建独自国会行動での学習会→寺川事務局長 

②３月２９日(木)18：30～台東社保協総会→寺川事務局長 

③３月３１日(日)13：30～東京公害患者と家族の会総会→寺川事務局長 

④４月０９日(火)19：00～江東社保協拡大幹事会学習会→寺川事務局長 

⑤４月２０日(土)13：30～清瀬社保協総会・学習会→寺川事務局長 

⑥４月２１日(日)10：00～障都連総会→寺川事務局長 

⑦４月２１日(日)13：00～西東京社保協総会→相川事務局次長 
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⑧４月２２日(月)19：00～三鷹社保協学習会→前沢事務局次長 

３、共闘団体報告       

１）消費税廃止東京各界連絡会  

①各界連宣伝 ４月１８日(木)12：00～13：00  

        参加 ６団体１５人 署名１７筆  ビラ・ティッシュ２５０枚 

②キャラバン行動 ４月２２日(月) 南部地域で行いました。 

  ※次回キャラバンは５月２０日（月）に多摩地域で行います。 

③次回事務局会議 ５月１４日(火)13：45～ 

  12：００～13：00 大塚駅北口で宣伝 

２）生存権裁判を支える東京連絡会  

①連絡会 ３月１９日(火)13：30～  

②宣伝行動 ３月２５日(月)13：00～14：00 北千住駅西口 

③総会 ４月６日(土)13：00～ 於：東京土建板橋支部（あーちプラザ） 

 参加 ９０人 募金36,800円 講演：朝日健二さん 

３）安心年金つくろう東京連絡会 

①世話人会 ４月１５日（月）10：30～ 

②社会保険庁人事院判定について 資料②：1～３ 

③４月２０日（土）社保庁不当解雇撤回決起集会（全労連会館） 

４）介護をよくする東京の会 

①事務局会議 ４月２６日(金)10：00～ 

②「介護保険制度の改善を求める緊急要請署名」に取り組みます。（本日みなさんにも署

名に協力してもらいます） 

③事業所アンケート結果に基ずくチラシが出きましたので、メール送信します。宣伝行

動などに活用してください。 

５）異議あり！オリンピック東京招致 

実行委員会 ４月２６日(金)18：00～ 
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６）都民連 

第８回世話人会議 ４月２６日(金)10：30～ 

４、第１８３国会  第１回東京社保協独自国会行動の報告  

日時 ４月１７日(水)10：30～14：00  会場 参議院議員会館講堂 資料①：１～３ 

参加 地域社保協５人、東京民医連８人、東京土建５６人、東京地評２人、東京自治労

連２人、年金者組合１人、その他７人  合計８１人 

議員要請 本人１人（田村議員）、秘書対応４４人、ポスト４人、会えず・拒否５人  

５、会計報告  資料①：４～８  

３月度の平均執行率は50.0％になります。３月の収入は73,221円で、累計9,102,524円

（86.4％）です。会費は２地域社保協から48,000円で会費収入の累計7,976,000円（納入

41団体・社保協（57.7％）、納入率84.9％）です。支出は、653,913円で累計4,095,218円

（38.9％）となりました。 

収入では、「その他収入」が25,221円・130.7％となりました。支出では、すでに報告済

ですが、調査費の422.9％になっていますが介護をよくする東京の会での調査費用なので4

月に精算予定です。 

２、協議事項  

１、社会保障をめぐる情勢 

※情勢の報告をうけ、討議を行い了承しました。討議の中で、①都生連より福祉事務所へ
の警察官ＯＢ配置の実態調査の報告があり、さらに各地域での調査の要請がありました。
②東京民医連より生活保護受給者の生活実態調査の報告があり全日本では５月９日、東京
民医連では５月１６日に記者会見を行うこと、東京社保学校でも報告を行うことを確認し
ました。③障都連より『成年被後見人の選挙権を奪うことを規定した公選法は憲法違反で
無効との判決が東京地裁で出された』報告が行われました。 

 （１）生活保護関連   

１）「三郷市は申請権侵害」判決確定で埼玉県が指導  資料②：４～５ 

埼玉県は、３月１３日にケースワーカーを取りまとめる「査察指導員」を集めた説明会

を開き、原則として面接相談は２回以上実施しない、制度の説明、緊急性の確認、申請の

意思の有無だけを確認し、書類を受け取るように指導しました。 
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２）大阪地裁が「枚方生活保護自動車保有訴訟」で完全勝利判決 資料②：６～７ 

生まれつき股関節に障害を持ち歩行が困難なため自動車を保有して、生活保護を受給し

ていた人が自動車の保有を理由に生活保護を廃止され、再度の保護開始申請も却下された

事案について、枚方市を相手取り２０１０年２月２３日に大阪地裁に生活保護棄却決定取

消等を求めて提訴した裁判で２０１３年４月１９日に「廃止処分及び却下処分の違法性を

認め、却下処分を取り消すとともに国家賠償法上も違法であるとして枚方市に約１７２万

円の損害賠償の支払いを命ずる」という『完全勝利』の判決を言い渡しました。 

３）北海道で生活保護世帯から「滞納国保料（税）を徴収」 資料②：８ 

釧路、岩見沢、登別の３市が、生活保護時給者の滞納している国保料（税）について

「本人の支払い意思を確認した」上で徴収していました。道内他市は、生活保護法などに

基づき、滞納料（税）の支払いを猶予していますが、自治体間で異なる点を問題視した道

は「受給者が困窮しないように適切な対応をとるよう」に全市町村などに通知しました。 

（２）社会保障改革国民会議の動き  資料②：９  

国民会議は、４月２２日までに１０回の会議を開催しています。とくに３～４月は医

療・介護について集中的に議論が行われ、５月の連休明けにも具体的な方向性が出される

とも言われています。 

議論の中では、「病院頼み、介護施設頼み」からの脱却、医療と介護の課題を一体とし

て議論、医療・介護の提供体制は重点化・効率化することが条件、国民皆保険における

「誰でもいつでも、どこでも」のうち、「どこでも（どの医療機関でも）」については、医

療機関が役割分担を行い、まずは、かかりつけの医師を受診する体制に、フリーアクセス

やホームドクター制について結論を出す時期、平均在院日数の短縮を、医療行為に係るこ

とができる専門的な能力を持つ看護職を要請する必要、死生観・価値観のの多様化が進む

中医療保険・介護保険ですべてに対応するのは財政的に限界、などです。 

また、委員提出資料では、「自宅・非医療施設での看取り率の向上が必要」「後期医療・

国の都道府県単位での運営は時代の要請」「国保組合に存在理由はない」 

（３）大阪府豊中市で「国保料引き下げ」   資料②： 10 

豊中市は３月議会で、国保料を加入者１人あたり年額3,000円引き下げることを決定し

ました。2012年度の国保会計は累計で１７億円の黒字が予測されています。社保協が昨年
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１２月に8,200筆の署名を市長に提出し、「値下げが可能かどうか検討したい」と市が約束

して今回の値下げにつながりました。 

（４）鳥取地裁が「児童手当差押えは違法」の判決   資料②： 11 

鳥取地裁は、３月２９日に預金口座に振り込まれた児童手当１３万円を差押え、滞納し

ていた県税に充てた鳥取県の処分を「権限を乱用した違法なもの」とし、児童手当を含め

た差し押さえ相当額の返還と国家賠償請求に基づく慰謝料の支払いを命じました。 

（５）東京都・各自治体  

１）「お泊まりデイ」に都独自基準つくらせる 資料②：12 

 通所介護事業所が、介護保険外の自主事業としておこなう「お泊まりデイサービス」

は、法的規制がなく「高齢者のネットカフェ」と呼ばれるような「貧困ビジネス」化が広

がっています。日本共産党都議団の調査をもとに東京都が独自基準と届出・公表制度をつ

くりました。 

２）２３区３年連続値上げ、８市で値上げ  資料②：13～15 

２０１３年度（平成２５年度）の国保料（税）は、２３区は均等割を１２００円引き上

げ、所得割を0.15％引き下げた上で、２年間実施した「経過措置」を打ち切り住民税非課

税世帯だけを対象とした軽減策を２年間のみ実施されます。 

同時に介護分の所得割が各区で決められました。４０代夫婦と子ども２人の４人世帯と

で給与収入３００万円の場合、２０１３年度葛飾区は357,780円となり２０１２年度から

８千円の負担増になっています。所得に占める国保料の比率で18％以上が１７区から２１

区に増えています。同条件で試算すると２６市では、清瀬市が年間所得比17.66％

（338,993円）で最も負担が重く、あきる野市（12.66％・243,128円）と比べると95,865

円も高いことになります。また、今年度料率を引き上げた市は、立川、町田、国立、福

生、東大和、東久留米、武蔵村山、西東京の8市です。日の出町以外の町村は、新年度の

料率が公表されていません。 

３）東京都医師会が新聞に広告を掲載 資料②：16 

４月２４日付の朝刊各紙（東京、読売、毎日、日経）に東京都医師会が「都民に安心と

健康と生きがいを」と題する対談形式の広告を掲載しました。夏の参議院選挙東京選挙区
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候補に内定している武見敬三氏（参院議員・自民）の宣伝のような内容ですが、オリンピ

ックの東京招致で「東京から元気を世界に発信」とオリンピックの東京招致と抱き合わせ

の広告となっています。 

４）特別区長会、次期役員人事を決定  資料②：17 

 特別区長会は４月１６日の総会で新年度の役員人事を決定しました。会長は西川太一郎

荒川区長、副会長・山崎孝明江東区長・濱野健品川区長を再任しました。 

２、当面の重点課題 

※提案を受けて討議を行い、提案を承認しました。 

（１）「推進法」廃止に向けた署名の取り組み 

①社保協の目標 ３０万筆 

②目標の設定 

 集約のテンポ…第２次 ５月31日(金) 第2回東京社保協国会行動（６月５日）で提出 

第３次 ６月20日(木) 通常国会提出期限 

※状況によっては通常国会後も延長する可能性があります。 

③集約状況 

 地域社保協 １０７筆 都団体・事務局 ６５２筆 合計８４０筆  別紙資料 

④署名推進に向けて（再掲） 

・まず、各社保協、加盟団体での機関会議参加者で署名をします。 

・目標の設定、集約テンポに合わせて節目標を決めます。 

・地域での共同宣伝などで個別課題と合わせて「推進法」廃止署名に取り組みます。 

・地域社保協では、加盟団体にも呼びかけ各会議でも参加者に署名をよびかけます。 

・署名推進のために学習会（ミニ学習を含めて）に取り組みましょう。 

⑤学習パンフ「社会保障制度改革推進法の正体」（中央社保協）の活用 

普及状況…東京土建100部、新宿社保協30部、港社保協25部、台東社保協20部、健友会150

部、調布社保協20部、練馬社保協100部    4月25日現在４３５部 
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⑥宣伝物（ポケットテッシュ）の作成  資料①：９ 

宣伝行動などで活用する宣伝物がほしいとの要望が寄せられています。現在中央社保協

でチラシを準備していますが、完成するまでに時間がかかるようですので、東京で独自の

宣伝物を作成します。 

Ａ５版２色で半分を返信はがき付署名用紙にし、半分をチラシにしたものをポケットテ

ィッシュに折り込みます。地域社保協に1,000個を無料で配布。都団体と地域の追加は有

料とします。現在、東京民医連、東京地評にも呼びかけて連名での作成を検討してもらっ

ています。５月２０日前後を目途に作成をすすめるため詳細は事務局に一任します。 

⑦「社会保障制度改革国民会議」意見募集に積極的な応募を  資料①：10～13 

「社会保障制度改革国民会議」は、国民からの「ご意見募集」を呼びかけています。社

保協では、「推進法」批判の立場から意見応募に取り組みます。地域社保協、加盟団体で

も積極的に意見応募をおこなってください。提出方法は、郵送、ＦＡＸ、インターネット

の入力フォームからです。期限は5月１５日（水）まで 

≪インターネットのアクセス方法≫ 「社会保障制度改革国民会議」→画面下の「意見

募集」→応募要項に従って応募する 

（２）国会行動  

１）第２回東京社保協国会行動 

日時 ６月５日（水） 時間 10：30～12：00  会場未定 

※行動終了後に国会前昼集会に合流します。（12：15衆議院第２議員会館前歩道） 

※午後は中央社保協主催の院内集会が予定されているので、午後までの行動になります。 

２）現在までに確定している国会行動の日程 

５月０８日(水)12：15～ 国会前昼集会 於：衆議院第２議員会館前 

５月２２日(水)12：15～ 国会前昼集会 於：衆議院第２議員会館前 

６月０５日(水)12：15～ 国会前昼集会 於：衆議院第２議員会館前 
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３、第４０回東京社保学校の成功を  資料①： 14～ 15 

※現在までの参加申し込みが少ないので、各団体・地域社保協への呼びかけを早急に広げ
ます。団体などのＨＰへのアップ、メーリングリスト、フェイスブックなどでの情報発信
をお願いします。 

日時 ５月11日(土) 10：00～16：30 

会場 けんせつプラザ東京  

資料代 500円 

参加状況 11社保協１９人（土建含む）  ２団体１０人  事務局３人 別紙資料 

 ※本日常幹のみなさんの参加申し込みをお願いします。 

講師の変更 第２講演の講師を要請していた前日の出町町長の青木國太郎氏が体調を崩さ

れたとの連絡があり、自治体問題研究所主任研究員の池上洋通氏に変更しました。変

更後のチラシはインターネット、ＦＡＸで地域・団体に送付してあります。  

４、中央社保協会議への参加  

①2013国保改善運動全国交流集会（再掲） 

 日時 ４月２８日（日）１１：００～１７：００  会場 全労連会館２階ホール 

 主な内容 ①講演「国保広域化を巡る情勢－国民負担軽減の運動を全国でひろげるため

に」（仮題） 講師：神田敏史神奈川県県職労委員長、②各地での国保料・窓口負担

軽減の運動、制度の交流など 

 参加費 資料代として1,000円 

 参加 国保料、窓口負担軽減の実践的な交流が中心です。地域社保協で積極的に参加し

てください。 

②ＳＴＯＰ社会保障解体法５.１６学習決起集会 別紙資料 

 日時 ５月１６日（木）１４：００～１６：３０ 

 会場 全労連会館２階ホール 

 講演 「社会保障大改悪の現段階と反撃の展望」 講師・二宮厚美神戸大学名誉教授 

 主催 中央社保協、全日本民医連、全労連 
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③第５７回中央社保協総会への参加（再掲） 

 日時 ５月２８日（火）～５月２９日（水）  会場 愛知労働会館ホール 

 参加 寺川事務局長（代表委員）、相川事務局次長（運営委員） 

５、要請事項、その他 

（１）「相談活動ハンドブック２０１３年版」（仮称）の打合せ 

第２回常任幹事会で発行を承認いただきました。表記のハンドブック作成にあたって打

合せを下記の日程で行います。参加については個別に要請します。 

日時 ５月１７日（金）１３：３０～１５：３０  会場 東京労働会館６階応接室 

（２）加盟団体・友諠団体からの署名の要請  

１）枚方生活保護自動車保有訴訟大阪地裁判決に対し控訴しないよう求める要請署名 

大阪社保協から表記の署名への協力要請が来ています。控訴期限が５月７日のため、地

域には配布せず、本日みなさんのご協力をお願いします。 

２）障害児学校の「設置基準」策定を求める署名 

障都連総会で表記署名の協力要請を受けましたので、本日みなさんのご協力をお願いす

るのと同時に地域社保協、加盟団体に２枚配布して協力を要請します。 

（３）会議・集会・行事などへの案内  

６月０１日(土)17：30～ 東京民医連６０周年記念レセプション 

（４）2013東京自治フォーラム「首都直下地震と都民生活」への参加  

日時 ５月１２日（日）10：00～17：00 

会場 けんせつプラザ東京    資料代 ５００円 

（５）ワクチン接種の無料化に取り組みます   資料①： 16 

風しん予防接種の対象範囲の拡大と無料化に向けて取り組みをすすめます 

（６）学習会講師、総会あいさつなど 

①５月２５日(土)10：00～ 町田社保協総会・学習会→寺川事務局長 

②５月３１日(金)18：00～ 八王子社保協総会・学習会→寺川事務局長 
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③６月０１日(土)14：00～ 新宿健康友の会学習会→相川事務局次長 

④６月０２日(日)     江戸川社保協総会→相川事務局次長 

⑤６月０８日(土)     板橋社保協総会→寺川事務局長 

⑥６月２５日(火)18：30～ 東京医労連連続学習講座→相川事務局次長 

⑦６月２５日(火)18：30～ 品川社保協学習会→寺川事務局長 

（７）当面の日程（現在までに確定している日程） 

４月 

２６日(金)10：00～ 介護をよくする東京の会事務局会議 

10：30～ 都民連世話人会 

     13：00～ 生存権裁判を支える会宣伝行動 

     18：00～ 異議あり！オリンピック東京招致実委 

２８日(日)11：00～ 中央社保協国保改善運動全国交流集会 

５月 

 １日(水)     第８４回メーデー 

８日(水)12：15～ 国会前昼集会 

14：00～ 中央社保協第１１回運営委員会 

１１日(土)10：00～ 東京社保協第４０回社保学校 

１２日(日)10：00～ 2013東京自治フォーラム 

２０日(月)17：00～ 中央社保協第１２回代表委員会 

２２日(水)12：15～ 国会前昼集会 

２３日(木)13：30～ 東京社保協第４回常任幹事会（東京労働会館５階会議室） 

２５日(土)10：00～ 町田社保協総会・学習会 

２８日(火)～２９日(水) 中央社保協第５７回総会 

３１日(金)18：00～ 八王子社保協総会・学習会 

（８）第 44回総会の開催時期  

昨年石原知事の辞任に伴い１２月１６日に都知事選挙が行われたため、都知事選挙は１

２月となります。また、解散がなければ衆議院選挙も１２月となります。１１月に前倒し

で行うのは準備の関係からも困難ですので、定例の開催を１月とすることを提案します。 

※会計年度も総会日程の変更に合わせて検討します。 


