
神奈川県社保協 2020年度方針  

＜2020年度の活動の基調＞ 
～地域から「権利としての社会保障制度」をかかげた運動をすすめる～ 

●新型コロナの感染爆発 人命と経済を危機に陥れる「新自由主義経済体制」 

6月 20日 4時現在、世界の新型コロナウイルスの感染者は 855万人、死者は 45万人をこえ、さ

らに拡大し続けています。新型コロナウイルスの感染爆発によって、世界は、大恐慌以来の経済危

機に直面しています。国際的にモノとヒトが往来する経済のグローバル化は、感染症を瞬く間に世

界に伝播しました。日本は、中国に製造業が流出していたために、マスクや人工呼吸器などの医療

物資を確保できず、国際的な争奪戦を繰り広げています。資本の利益を第一にして、人命と経済を

危機に陥れた「新自由主義経済」体制は、根本からのその見直しが迫られています。日本では、10

月消費税増税で経済が落ち込み、新型コロナの感染によってさらに拍車をかけています。 

 

●労働者の解雇・失業、中小企業の倒産・廃業が増大する危険性 

被害は社会的弱者に洪水のように押し寄せ、突然の需要の蒸発、供給網の寸断によって各国では

労働者の大量解雇が日々刻々発生しています。ILOは、コロナ危機によって職を失う人は世界で最

大 2500万人に達する可能性があり、その結果失われる労働所得は最大3兆 4000億ドル（約360兆

円）と推計しています。日本でも、全国の4月の休業者は、597万人にのぼり、3月の休業者（249

万人）の 2.4倍になっています。4月の失業者は 189万人で、失業率 2.6％と前月比 0.1ポイント増

加しています。東京23区と 12道府県の指定市、県庁所在市の4月の生活保護申請件数は、前年同

月比で31％増加しています。とくに横浜市は前年同月比46％も増加しています。非正規労働者を中

心にした解雇・雇止め、中小業者の倒産や廃業が増えていく危険性が顕在化してきています。 

 

●医療と社会保障を削減してきた政府の政策が国民の命を危うくしている 

「先進国」と言われる国で医療崩壊が起きています。イタリア、スペインでは、欧州単一通貨ユ

ーロに参加するために、EUが決めた財政赤字削減の基準を満たすため、1990年代から医療、社会

保障の公的支出が犠牲にされてきました。イタリアでは人口千人当たりの病床数が半減し、国民皆

保険制度がない米国では十分な医療を受けられない貧困層に多くの死者が出ています。日本の医療

体制も薄氷の上にあります。人口千人当たりの医師数は、イタリア、スペインを下回り、主要7カ

国（G7）中最少です。医療機関を経営苦に追い込み、感染症対策の要となる保健所を減らし、自治

体職員を減らしてきた日本政府の社会保障政策が、国民の命を危うくしています。 

 

●コロナ対策に後手を踏む安倍内閣 対策でも問題と疑惑が次々と浮上 

安倍首相は、緊急事態宣言の解除のさい、「日本型モデル」と言いましたが、国民の多くは政府が

主導して感染を抑え込んできたとは見ていません。政府のコロナ対策は、全てにおいて後手を踏ん

でいるばかりではなく、対策の内容でも問題と疑惑が次々と発生しています。世界的な感染は止ま

る状況にはなく、今後の対策をすすめる上で、この間のコロナ感染と対策の検証が求められている

のに、専門家会議の議事録すらないという異常な姿勢を見せています。中小企業などへの持続化給

付金でも、人材派遣会社のパソナが設立した一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」に業務



委託し、電通への再委託での 20 億円の中抜きが問題となっ

ています。不要不急の 1兆 7千億円を計上したGO TOキャ

ンペーンでも、事業費の2割にも上る事務委託費の上限 3095

億円も見積っていました。260億円を使った「アベノマスク」

も企業の選定疑惑も出ています。第二次補正予算で、10兆円

と巨額の予備費を計上していることも、その使途についての

説明がありません。国民と野党が、さらなる新型コロナの支

援対策を求めているにもかかわらず、会期延長もせずに通常

国会を閉じました。 

 

●異常な安倍政権の姿勢に、退陣を求める国民の声が増大 

「検察庁法改定法案」の国会審議入りを強行したことに対し、ツイッター上で空前の規模の抗議

が広がり、通常国会での成立を断念させ廃案となりました。問題の発端は、官邸に近いとされる黒

川東京高検検事長を検察トップの検事総長に据えようと、安倍内閣が同氏の定年延長を閣議決定し

たことによります。黒川氏は、直後にマージャンとばくで辞職しましたが、官邸主導で軽い「訓告」

処分にしたとの疑惑が浮上しています。モリカケ、桜を見る会疑惑でも、国民の批判は止まってい

ません。6月 18日、河井克行前法相と妻の案里参院議員が公職選挙法違反容疑で逮捕されました。

首相の法務大臣にすえた任命責任、案里議員の昨年の参院選挙で1億5千万円という巨額の選挙資

金を提供し買収資金に使われたという疑いが出ています。 

6月7日投票でたたかわれた沖縄県議選は、辺野古の

米軍新基地建設に反対する玉城デニー県政を支える

「オール沖縄」が25議席と過半数を確保しました。安

倍首相が執念を燃やす改憲に対しても、「改正必要な

し」という世論が高まっています。この間の一連の事態

の中で、安倍内閣の異常さが誰の目にも明らかになり、

内閣支持率が急落しています。 

 

●「全世代型社会保障改革」と対峙する「人権としての社会保障制度」の運動を 

12 月 19 日にまとめた、安倍首相が座長の「全世代型社会保

障検討会議」の「中間報告」は、さらなる医療と社会保障の改

悪を推し進めるものとなっています。現在「原則1割」の75歳

以上の高齢者の医療窓口負担に「2割負担」を導入することや、

70歳まで働き続け、年金受給の繰り下げなど、高齢者にさらな

る負担増と不安定雇用を強いるものとなっています。通常国会

では、「高年法」「年金法」の改悪が強行成立されました。また、

介護・障害・福祉事業の効率化を求める「改定社会福祉法等」

も強行可決されました。「全世代型社会保障検討会議」は、6月

に出る予定の最終報告は半年ほど伸びることとなりましたが、

その狙いは、国民にさらなる負担増と「自助・互助」を強要し、

公的責任を後退させることと断じざるをえません。 

コロナの感染拡大は、医療と社会保障制度の拡充が待ったなしだということ明らかにしました。

そして私たちは、この間の運動の中での経験を通して、その拡充を求める運動は、地域から、自治



体からすすめる必要があるということも学びました。「全世代型社会保障改革」と対峙する「人権と

しての社会保障制度」をかかげた運動を地域から強めようではありませんか。 

１．新型コロナの感染の広がりを止め、いのちと雇用、営業を守る対策を求めよう 

秋から冬にかけて新型コロナウイルスの第2波、第3波の感染襲来が恐れられていることから、

感染予防対策と支援対策の強化が必要となっています。国民のいのちを守るための医療と社会保障

の拡充、雇用と営業を守るための経済対策の拡充、国民生活を守り、社会保障を充実させる日本経

済への転換を求める運動をすすめます。 

 

２．自治体と連携して「権利としての社会保障制度」を求める運動をすすめよう 

新型コロナの感染の広がりは、医療と社会保障制度を拡充することこそが、国民の命と健康を守

ることができることを明白にしています。安倍政権の「全世代型社会保障改革」に対して、地域か

らの実態と要求にもとづく運動づくりで対抗していくこと。自治体と連携して、国民の「人権とし

ての社会保障制度」、「国民の生存権の確立」を高くかかげた運動を地域からすすめていきましょう。

市町村国保、後期高齢者医療制度、介護保険制度の改善などを中心に据えて、地域からの運動をす

すめていきます。そのための学習運動を広げていきます。 

 

３．安倍政権退陣めざし、「市民と野党の共闘」の前進に力を尽くそう 

後手を踏み、問題と疑惑を生んでいる新型コロナ対策を含めて、国民のくらしと民主主義を破壊

し続けている安倍政権の退陣を迫る運動をすすめます。9 条改憲ストップ、消費税の減税、社会保

障削減をやめさせ、改善を求めることを重点に、「市民と野党の共闘」の前進に力を尽くし、地域か

らの要求にもとづく運動を推進します。 

 

４．地域の社会保障運動の砦、地域社保協の強化・拡大をすすめよう 

「権利としての社会保障制度」を求める運動は、広範な国民・市民の「共感」と「共同」なくし

て前進はあり得ません。そして、私たちの運動は、思いっきり「共同」を広げるとともに、当事者

を含めて「主体的な力」をつけていく、この両面の追求が欠かせないことを学んできました。「主体

的な力」のカギは、地域社保協の運動的・組織的前進、強化・拡大であり、2020年度は、最重点の

課題として取り組みをすすめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜2020年度の重点的な取り組み＞ 
１．「権利としての社会保障制度」を確立に向けた学習運動を広げる 

① 県社保協 2020 年度総会での学習講演として、芝田英昭さん（立教大学コミュニティ福祉学部教

授）から、「安倍政権の『全世代型社会保障改革』を跳ね返すために」～新型コロナウイルスの感

染の広がりから見えてきたものを踏まえて～を語っていただきます。オンライン講演で、人数を

絞った参加者となりますが、今後の社保協運動の基調となる講演と位置付けています。講演は録

画・録音し、DVDとして普及します。 

② 5月に予定していた「2020かながわ社会保障学校」を、8月下旬から9月初旬に開催します。3月

16日、津久井やまゆり園の殺傷事件の被告に死刑判決が出されました。神奈川県で起きたこの事

件の背景と犯人の動機を探るために、研究を重ねてきた鈴木靜さん（愛媛大学教授）に、「津久井

やまゆり園殺傷事件から考える『人権としての社会保障』」と題する学習講演をしていただく予

定です。講演終了後、鈴木静さんと語りあう会と、年金、国保、生活費保護の基礎講座を行うこ

ととします。 

③ 安倍政権の「全世代型社会保障改革」に対抗する、国民の「人権としての社会保障制度」の確立

に向けた学習運動を地域で広げていきます。国保・介護・後期高齢者医療などの各分野の学習を

含めて広げていきます。 

２．新型コロナの感染防止、くらしと営業への支援対策の強化を求める 

① 政府に、秋から冬にかけての第2波、第 3波の感染襲来を予測した対策を求めます。神奈川県や

各市町村にも、同様の対策を求めていきます。第 2 次補正予算の予備費 10 兆円の具体的な活用

と第3次方予算案の策定、第 2次補正予算の地方創生臨時交付金2兆円の自治体での効果的な活

用を求めていきます。 

② 医療・介護・福祉分野への対策強化を求めていきます。緊急対策として、医療機関・施設での減

収に対する補填対策、4月からの診療報酬・介護報酬改定での改善を求めていきます。 

③ 全国的な運動と連携して、公立・公的病院の再編統合の動きをストップするよう国に求めます。 

④ 失業者の増大、倒産・廃業等の増大の危険性が強まるもとで、雇用と営業を守る対策を、国・県・

市町村に求めていきます。 

 

３．国保の「払える保険料」の実現に向けた取り組みをすすめる 

① 2020年度は、国保の都道県単位化から3年目に入りました。国保の保険料の減額を求めて、国庫

負担の増額を求める運動を全国と連携してすすめます。 

② 神奈川県の国保運営方針は新たな改訂となります。医療保険改善委員会を中心に、県に改善を迫

る要求をまとめ、県の医療保険課と継続的な懇談、県民連交渉などで改善を迫ります。県の国保

運営協議会の傍聴行動をすすめます。 

③ 市町村に対する取り組みでは、法定外繰入と基金を活用した保険料の軽減を求めていきます。と



くに、均等割の廃止・縮小、子どもの均等割の廃止・縮小を求めていきます。秋に、全県で市町

村懇談・要請を、地域社保協を軸に計画化し推進します。 

④ 市町村に対して、国保保険証は命を守る最後の砦という重要な役割を認識し、滞納に対して、過

度な差押えが発生しないよう働きかけていきます。厚木市の9団体とともに、厚木市の滞納差押

え対策の改善を求める取り組みをすすめます。 

⑤ 9月に 2020年度の国保の市町村総合調査、来年 4月改定の各市町村の 2021年度保険料（税）率

の改定調査を実施します。11月 14日（土）予定で、全県国保改善交流集会を開催し、全県的な

運動提起ができるよう準備します。 

 

４．介護保険の改善を求めて、県と市町村と連携した取り組みをすすめる 

① 2021年度に、介護保険第 8期事業計画がスタートします。また、介護報酬の改定も行われます。

介護保険改善委員会で、市町村の「第8期事業計画」についての調査（ヒヤリング・アンケート）

などの実施を検討します。 

② 市町村の第8期事業計画の策定、地域総合事業の進展など、地域の諸団体と連携して、自治体要

請・懇談を進め、改善をめざします。秋に、全県で市町村懇談・要請を、地域社保協を軸に計画

化し推進します。 

③ 「介護保険のいまと未来を考えるつどい」を、10月開催をめざして準備します。介護保険制度の

改善をめざして、市町村の第 8期事業計画ともかみ合わせながら、地域の運動提起できる企画を

準備します。 

④ 神奈川県でのこれからの取り組みをすすめる恒常的な運動母体の発足をめざします。実行委員会

の参加組織・メンバーを軸に、事業者・介護従事者・利用者と家族の参加によって準備をすすめ

ます。県社保協として、認知症の人と家族の会神奈川県支部の賛助会員となります。 

⑤ 介護保険制度、地域支援総合事業などをテーマにした学習会や地域シンポジウムなどを、幅広い

共同の力で実施します。介護利用者団体や事業者団体、労働組合などさまざまな団体への要請や

懇談をすすめます。 

⑥ 介護保険制度の改善、安定した介護事業の継続、労働者の処遇改善と人材確保を、国の責任での

実施を求める運動を広げます。 

 

５．後期高齢者医療の改善、75歳以上医療費 2倍化反対運動を前進させる 

① 75歳以上の医療費窓口負担 2割化の阻止をめざし、県内で 10万筆の署名達成に向けて全県で運

動をすすめます。高齢者にかかわる団体、医療や福祉にかかわる団体、労働組合の賛同、署名へ

の協力を求める取り組みをすすめます。秋に開催予定の臨時国会、来年開催の通常国会への署名

提出、議員要請行動などを具体化します。 

② 2 割化反対署名を広げ、市町村議会への意見書採択運動をすすめます。県議会・市町村議会に、

国に対しての意見書採択を求める陳情・請願運動に取り組み、神奈川県後期高齢者医療広域連合

議会への陳情をすすめます。 



③ 神奈川県の後期高齢者医療の保険料が上がり、2 割化反対運動と結合して、後期高齢者医療保険

料の不服審査請求運動に取り組みます。今年の不服審査請求の取り組みは数の追求はせず、9 月

下旬提出ですすめます。8月下旬から 9月中旬にかけて、できるところで地域のつどいを開催し

ます。テーマは、後期高齢者医療制度とは、2割化反対運動の推進、不服審査請求運動の 3つの

柱とします。 

④ 保険料の引き上げを止めるためには、国の負担割合の引き上げが必要です。国の負担率は、当初

50％だったのが46％台まで下がっています。国の負担率の引き上げる全国的な運動を推進するよ

う働きかけていきます。 

⑤ 高齢者による痛ましい交通事故が報道され、高齢者の運転免許証の返上が加速しています。代替

の措置として、コミュニティバス、敬老パス、タクシーチケットなど、県内の状況を調査し、県

と市町村への要求の具体化をすすめます。 

⑥ 川崎市社保協が取り組み始めた補聴器の助成運動から学び、全県的な運動としていくことを検討

します。 

 

６．子どもと重度障害者の医療費助成の拡充をめざす運動を前進させる 

① 神奈川県子どもの医療費無料化を求める連絡会に結集して、神奈川県の子どもの医療費助成の拡

充に向けて、10万筆をめざして神奈川県への請願署名運動に取り組みます。また、横浜市、川崎

市、相模原市など各自治体での運動と連携するなど、全県的な運動への推進をはかります。 

② 障害者連絡会に結集して、藤沢市の「障がい者福祉4事業」の継続を求める署名に取り組みます。

藤沢市社保協と連携して、事業の継続を求めて藤沢市との懇談をすすめます。 

③ 子ども医療費助成と重度障害者医療費助成制度の改善に向け、神奈川県への要請と懇談をすすめ

ます。11月に行う県民連の交渉で重点要求にします。 

 

７．消費税減税、カジノ反対など、国民生活改善の運動をすすめる 

① 消費税の5％への減税を求める署名運動に取り組みます。消費税廃止各界連の運動に結集しつつ、

新たに立ち上がる「消費税ネットワークかながわ」での幅広い運動に参加していきます。 

② 9 月から行う予定の、横浜カジノの是非を問う住民投票の条例制定運動に結集し、全県からの支

援を呼びかけます。また、来年7月に予定されている横浜市長選で、カジノ反対の市長を誕生さ

せる取り組みに結集します。 

③ 労働組合と連携して、最低賃金時間額1500円以上、非正規雇用労働者の正社員化、介護や保育、

福祉職場で働く労働者の大幅賃上げの実現を求める運動をすすめます。 

④ 年金者組合などと連携して、マクロ経済スライドをやめて「減らない年金」の実現、「底上げ」を

求める運動をすすめます。年金違憲訴訟裁判の支援に取り組みます。 

⑤ 生健会などと連携して、生活保護制度の充実、自治体行政の改善をめざします。生活保護費の支

給水準を回復する運動をすすめます。神奈川生存権裁判の支援に取り組みます。 



⑥ 建設アスベスト裁判、マイナンバー違憲訴訟、安保法制違憲訴訟の勝利判決を求めて取り組みま

す。JAL解雇争議などの労働裁判・争議への支援に取り組みます。 

⑦ 中学校給食の全県実施、認可保育所の増設で待機児童を解消する運動をすすめます。 

 

８．憲法 9条と 25条を守り生かし、安倍政権退陣めざす運動に力を注ぐ 

① 国会での改憲発議を許さないために、「市民と野党の共闘」の前進に力を尽くし、地域からの要求

にもとづく運動を推進します。 

② 地域での旺盛な学習運動を基盤に据えて、「憲法 25 条署名」「憲法署名」「消費税減税署名」「75

歳以上の医療費 2割化反対署名」とともに、神奈川県への「子ども医療費助成の拡充署名」を 5

大重点署名として取り組みます。全県一斉宣伝行動を軸に、地域での宣伝・署名行動を展開しま

す。 

③ 沖縄県民の米軍新基地建設を許さないたたかいに連帯し、在日米軍基地の整理・縮小の運動をす

すめます。また、原発ゼロを求める運動、福島原発被災者支援、東日本大震災などの被災者支援

の運動をすすめます。 

 

９．地域の共同運動の母体である地域社保協の運動と組織強化をめざす 

① 「権利としての社会保障制度」を求めて、地域での「共感」と「共同」の広がりをつくるために

は、当事者を含めて「主体的な力」をつけていくことがカギとなります。「主体的な力」は、地域

社保協の運動的・組織的前進、強化・拡大です。地域社保協の強化・確立を最重点課題としてす

すめます。 

② 国保・介護・後期高齢者医療の改善などをめざして、秋に全県の自治体懇談・要請行動を行いま

す。地域社保協を軸に計画化し、地域社保協がない地域は、県社保協と地域の主要な団体で相談

し、具体化をはかります。11月に実施する県民連絡会の県交渉に向けた要求づくりをすすめ、県

の姿勢の改善めざして交渉します。 

③ 県社保協として、地域社保協の強化・拡大委員会を立ち上げ、県段階での交流会を開催します。

空白地域の社保協確立をめざして、地域の関係団体との相談を開始します。 

④ 地域社保協の活動支援、財政支援を引き続きすすめます。 

⑤ 新型コロナの感染対策として、会議や集会の通常の開催が困難になっていることから、オンライ

ンでの会議や集会の開催を並行してすすめます。 

⑥ 県社保協のホームページの改善をすすめます。地域社保協運動の前進、団体や個人との双方向で

の交換ができるよう情報提供の改革をすすめます。 

⑦ 県社保協の人的体制と財政について、中期計画的な検討をはかります。検討するための委員会の

設置などについて、常幹・幹事会で決定します。 

以 上 


