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社会保障費 1400億円抑制 軍事費 5.1兆円（５年連続増）！！ 
安倍内閣は 12月 22日、2017年度政府予算案と「税制改正」大綱を閣議決定しました。国の基

本的な予算規模を示す一般会計の総額は 16 年度当初比 0.8％増の 97 兆 4547 億円と、当初予算と

しては過去最大になりました。「軍拡推進の道を暴走する、安倍内閣の強権的な姿勢を象徴する予

算案」というものです。 

 社会保障予算は、概算要求段階で削られた自然増をさらに 1400億円圧縮しました。くらしの予

算は削減・抑制され、「格差と貧困」をさらに広げる一方で、軍事費は 5 年連続増額の 5 兆 1251

億円と過去最大となりました。 

機械的な切り捨て 高齢者を標的！ 

 社会保障費は、概算要求で 6400億円だった自

然増分を削り、4997 億円に抑えました。年平均

5000億円への自然増圧縮という「骨太方針 2015」

（15 年 6 月に閣議決定）に沿った「削減額あり

き」の機械的な切り捨てです。病気になりがちな

高齢者を狙い撃ちした医療・介護の負担の増大で

す。老後の医療・介護負担の増加は、若者の将来

不安や家族介護の負担を増幅させます。 

70 歳以上の高額療養費制度の患者負担の上限

額を引き上げます。75 歳以上の後期高齢者医療

制度では、所得が比較的低い人の保険料を 5割減

額する特例を 2割に縮小し、扶養家族だった人の保険料を 9割軽減する特例も 7割にします。 

 安倍政権による社会保障費の自然増削減額は 5年間で 1兆 4600億円にのぼります。さらに別枠

で、法改悪などに基づく削減が行われています。これらは、概算要求の段階で反映され、社会保障

費を圧縮します。額が判明するものだけでも 5年間で 1兆 9918億円にのぼります。両者を合わせ

た社会保障費の削減額は、5 年間で 3 兆 4500 億円以上に達します。さらに、介護保険の要支援者

向けサービスを保険給付から外すなど、削減額の不明な制度改悪も行ってきました。 

 17年度以降も、●介護保険への 3割負担導入（17年通常国会に法案を提出し 18年 8月に実施の

計画）●要介護 1～2 向け生活援助などの保険

給付外し（19 年度末までに措置）●「かかり

つけ医」以外を受診した場合の定額負担導入

（18年通常国会に法案提出）●湿布薬など「市

販品類似薬」の自己負担引き上げ（18年度末

までに措置）などの制度改悪を狙っています。 

 国民のいのちとくらしを守るために、社会

保障改悪を阻止するための取り組みをすすめ

ましょう。 

神奈川県社保協ニュース 
神奈川県社会保障推進協議会 【ＮＯ．１６－０６】 2016年 12月 27日発行 

横浜市中区桜木町３－９平和と労働会館６Ｆ TEL045-201-3900・FAX045-212-5654 

来年度予算案 

「介護保険のいまと未来」を考えるつどい 

●1月 22日（日）13：30～17：00 (開場 13:00) 

●横浜市健康福祉総合センター 

（桜木町駅から 3分） 

●資料代 500円 

介護保険制度の改悪反対の運動と世論を前進させ

るために、多くの参加で大成功させましょう。 
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第 12回「輝け高齢期かながわのつどい in湘南」 
 第 12 回「輝け高齢期かながわのつどい in 湘南」が

11月 15日、藤沢市民会館でおこなわれました。「つど

い湘南」は天候にも恵まれ、県内各地から会場満杯の

530人が参加し大成功しました。 

実行委員会を代表し副実行委員長の大山正雄さんが、

「今年 5 月から現地実行委員会を発足させ準備してき

た」「後期高齢者医療保険の『特例軽減措置』が廃止さ

れると、県内の対象者の 5割強が現在の 2倍から 10倍

に保険料が引き上がる」「『特例軽減措置』を廃止させ

ないよう、各自治体に『国への意見書』をあげる運動

を強めよう」と開会あいさつをおこないました。 

来賓として日本共産党の加藤なを子県議会議員、社会民主党の神奈川県連合副代表の木村栄子元

藤沢市会議員があいさつし、参加者を激励しました。また、自由党神奈川県総支部連合会代表の樋

高剛元衆院議員、日本共産党の畑野君枝衆院議員のメッセージが紹介されました。 

今回の「つどい湘南」の記念講演は、汐田総合病院の宮澤由美副院長が「介護保険をめぐる情勢

と認知症にやさしい街づくり」について、パワーポイントを使い参加者にわかりやすい口調でお話

ししました。神奈川県高齢期運動連絡会の大河原貞人事務局長が基調報告をおこない、これから 1

年間の取り組む重点課題について提案しました。 

午後の部は、最初に診療を終えて駆けつけた実行委員長の藤沢診療所の野本哲夫先生が、国民負

担増、大企業優遇による格差の広がりを指摘し、「医療・介護改悪を許さないために、今後ますま

す運動が求められている」と話し、また、100歳の誕生日を迎えた患者さんの事例について紹介し、

お腹をポンッとたたき「まだまだこれから」と、ユーモアを交えたあいさつに会場を沸かせました。 

リレートークでは、医療生協かながわかの角坂さんの「ふらっとステーション虹」の多彩な行事

について報告。年金者組合藤沢支部の矢野さんの年金減額処分訴訟の取り組みと「年金カット法案」

撤回を求める署名を呼びかけました。茅ヶ崎市社保協の斎藤さんは、介護保険問題や国保の「特例

軽減措置継続について」12 月定例議会に陳情予定の報告。神奈川県商工団体連合会共済会の漆原

さんは、医療にかかれない商工業者の実態について、「医者にかかったときは手遅れ」と告発。神

奈川土建シニアの会の上遠野さんは、「1人ぼっちにしない」取り組みを報告し「勝つことはあきら

めないこと」と発言。新婦人藤沢支部の望月さんは、「子どもの医療費の一部負担の導入は許さな

い運動を強めていきたい」と発言。 

文化行事は、藤沢のフラダンスグループ「リリー・フラ・ハラウ」で幕開けし、華やかで優雅な

躍りは参加者を魅了しました。また、年金者組合茅ヶ崎支部の各サークルを中心に、「腹話術」、「南

京玉すだれ」、「太極拳」など日ごろの成果を参加者に披露しました。「つどい湘南」の幕開けで演

奏した松平晃さんが再度登場し、昔懐かしい「銀座カンカン娘」など参加者の歌声に合わせて演奏。

最後は、年金者組合のさわやか合唱団が 50人で登壇し、「広い河の岸辺」、「かけがえのない人生を」

を歌い、最後は参加者みんなでスクラムを組んで「沖縄を返せ」を合唱しました。 

プログラム「みんなでコール」は、神奈川民医連の古謝さんのリードで声を大にして「安倍政権

は退陣、退陣」などアピール。「つどい湘南」のアピールを年金者組合寒川支部の石黒さんが提案

し、最後に年金者組合藤沢支部の石井さんが、「実行委員会は神奈川県高齢期運動連絡会のもと地

元の湘南地域の年金者組合と労連、医療生協、社保協、民商、建設労働組合、新婦人で組織し準備

してきた」「今日のつどいで発揮したエネルギーをもとに、ひとりぼっちの高齢者なくし、平和を

守り、高齢者の生活と権利をまもる運動をすすめていこう」と閉会のあいさつをおこない終了しま

した。 

530 人参加 
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参加者の感想（感想文が 79人の方から寄せられました） 

●宮澤先生の講演を聞いて 

「医療・介護保険制度の改悪内容についてわかりやすかった」、「介護保険の歴史と改悪のたくらみが理解

できた」、「介護保険料が 2倍になったのには驚いた」「認知症にやさしい街づくりの話はわかりやすかった」 

●「基調報告」の提起について 

「4 つの行動提起が簡潔で理解できた」、「地域で運動をどう広げるか、課題として持ち帰りたい」、「他団

体と『協同』の運動の取り組みは重要」、「沖縄大会に向けて、基地建設反対運動の連帯を広げたい」 

●リレートークについて 

「各団体、各地域での活動の特徴が良くわかり、また分野別の課題もわかった」、「『ふらっとステーション

虹』を真似したい。私の家を提供したい」「年金者組合藤沢支部の署名の訴えが印象に残った」、「茅ヶ崎社保

協の取り組みを参考にしたい」、「子どもの医療費に一部負担や所得制限が入らないようがんばりたい」、「中

小業者が医療にかかれない実態や受診後にすぐ死亡する報告に驚いた」、「土建シニアの会の報告は、ユニー

クで共感した」 

●文化行事について 

「素晴らしいフラダンスで始まり、最後の『さわやか合唱団』の歌声まで楽しむことが出来た」、「腹話術

のシナリオがほしい」 

●要望意見 

「生活と健康を守る会の報告がなかったのが残念」、「休憩時間を多く取り入れすぎでは」、「全体を短くし、

3時ぐらいに終了するような運営を」 

 

三浦市議会への陳情の取り組み 

「三浦の医療と福祉を考える会」は 12月市議会に「介護保険制制度見直し」と「後期高齢者の保

険料特例措置の継続を求める」2本の陳情を提出しました。 

 高齢者には負担の増加、事業者には報酬の削減など、いずれも負担の押し付けになります。後期

高齢者の陳情は今年米寿を迎えた方が趣旨説明。三浦市の軽減者の割合が 28年度 70％にもなるこ

とが市側の答弁でわかりました。 

 介護保険の陳情には今回、事業者にも署名提出の賛同を求める呼びかけをしようと、訪問介護、

通所介護、居宅介護支援の事業所を中心に訪問をしました。署名の検討のお願いをし、賛否を聞き

にまた訪問をする。すぐに賛同がいただけたり、お断りされたりする中でも 14 事業所の賛同が得

られました。三浦診療所と事業所とのつながり、地域と事業所とのつながりによる信頼などが賛同

をいただく一助となりました。初めての事業所訪問でしたが、どこでも今後の国の方向を心配され

ていました。今回の取り組みで事業者のご意見も聞け、今後の活動に生かしたいと思います。 

 陳情は 12月 12日担当委員会で審議されました。ヘルパー歴 15年の方が趣旨を説明。訪問介護

は利用者が安心して暮らせるよう日常生活を支えていること。また、利用者さんの身体状況の把握

など、重要な役割を果たしていることなどを紹介し、国への意見書採択を訴えました。 

 井産党議員の質問で三捕市の支援 1・2 と要介襲 1・2 が認定者数の 62.5％を占めること、サー

ビス利用の高い事業は訪問介護と通所介護などが市側から答弁されました。他の議員からの質疑は

2件とも全くなし。結果、陳情 2件は「継続審査」という扱いになりました。陳述と傍聴に参加し

た 10人は、委員会が賛否の判断をせず、維続審査としたことに憤っています。 

（立本ますみさんより） 

 

三浦の医療と福祉を考える会 
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介護保険と国保問題で藤沢市と懇談 

藤沢市社保協は、来年度の予算編成に向けて 10 月 19

日に「介護保険の改定」について、11月 25日には「国保

問題など」について、それぞれ市の担当課と懇談しまし

た。 

介護保険については、市社保協と高齢期ネットなどの

市民団体とで構成する「藤沢の介護をよくする会」の 15

人が、8月に市長あてに提出した「介護保険『改定』に関

する請願」への回答をめぐり、話し合いました。要支援・

要介護認定について、「これまで通り窓口で誰もが申請で

きるようにする」こと、また新総合事業利用者が必要な

サービスの継続こついて「期限を切ることはない」ことなどの前向きの回答を引き出しました。 

国保問題については、「平和な民主藤沢市政をつくるみんなの会」を通じて提出していた「来年

度の予算要望」の関連 14項目について、7人が参加し交渉をおこないました。県内 19市で 2番目

に高い藤沢の保険料を引下げるためこ、国の保険者支援制度や市の一般会計からの繰入を活用すべ

きことを主張、また保険料減免制度の拡充について、相模原市が今年度から生活保護基準の 140％

に引上げたことを紹介し、減免対象の拡大の必事性を強調しました。（大山正雄さんより） 

年金・医療・介護で茅ヶ崎市議会に陳情 

茅ヶ崎社保協は、2017～2018 年度に向けた運動として、①「2017 年度国民健康保険改善に向

けた要望書」と「介護保険制度の充実に向けた要望書」を 10月 4日付で市長宛に提出し、11月 10

日までに回答をいただき、来年 2月 16日に懇談会を各担当課と行います。②要支援者の訪問介護・

通所介護が 2017年 4月から市の総合事業に移行しますので、10月 3日に「地域包括支援センター」

のケアマネさんらと「学習懇談会」を 24 人の参加で開催。市の総合事業の説明会が 2017 年 2 月

11 日～2 月 21 日まで開催されるため、この後に総合事業に関する担当課による「出前講座」開催

を計画しました。③後期高齢者医療制度の低所得者保険料軽減特例措置の廃止についての「陳情書」

を提出するため、10 月 12 日に藤沢市社保協会長の大山正雄さんを講師にお招きし、「特例軽減と

陳情書」問題で事前学習会を 29人の参加で開催しました。 

12 月 6 日の環境厚生常任委員会で 5 件の陳情審議が行われ、日本共産党の仲野ゆきお市議が 5

県の陳情に賛成し、藤村優佳市議（新政ちがさき）が「安心で

きる年金制度の実現」と「安心の医療・介護の実現」、「介護従

事者の処遇改善の意見書」の 3件の陳情書に賛成しましたが、5

件とも不承認となりました。茅ヶ崎では年金者組合の「まちづ

くり委員会」が、「医療と介護」問題の要望書を年に数回提出し、

その都度、市との懇談会を繰り返しています。12月 25日には、

茅ヶ崎駅イトーヨーカ堂前で、11 人参加で社保協としての宣

伝・署名行動を行いました。 

2018年度は、国民健康保険の都道府県単位化で、国保の財政

運営を県が主導し、医療提供体制のコントロールを強める第 3

樹の都道府県医療計画と第 8 樹の介護保険事業計画がスタート

します。診療・介護報酬の同時改定年でもあり、負担増が計画

されています。今後も市への「要望書」等でアクションを起こ

し、要求の反映・実現に努めていきます。（斉藤和夫さんより） 

藤沢市社保協 

茅ヶ崎市社保協 


