75 歳以上の医療費 2 倍化

9 月 29 日、10 月 1 日から実施される 75 歳以上の医療 2 倍化の中止を求める「
“怒り”の宣伝行動」を横浜・伊勢
佐木町モールで実施しました。
保険医協会の開業医 3 人を含めて 9 団体 21 人が参加し、11 時から 12 時までの 1 時間の取り組みでしたが、チラ
シ・ポケットティシュ 500 枚配布。今回は、署名のお願いではなく、75 歳以上の医療費 2 割化に「賛成」か「反対」
かのシール投票を実施し、
「反対」71、
「賛成」4 となりまし
た。
「一生懸命働いてきて病院ぐらい安心してかかりたい」
、
「弱い者いじめの日本が悲しい」などの声。2 割化に対する
怒りは沸騰しています。
今回、年金者組合の方と開業医の先生がインタビュー形
式でお話しし、立ち止まって聞き入る人が多数いました。
負担増加額を 3000 円までに抑える 3 年間の配慮措置がわ
かりづらく、開業医も戸惑っているとのことです。開業医
の手作りアマビエの着ぐるみも参加し、元気がでる宣伝行
動となりました。
9 月 21 日、参議院議員会館で「75 歳以上医療
県実行委員会の伊勢佐木町での宣伝行動は 9 月 8 日にも 費 2 倍化許さない!!9.21 署名提出行動」が開催さ
実施。6 団体 12 人（うち保険医協会の開業医 4 人）が参加 れ、倉林明子参議院議員（日本共産党）から激励
し、開業医の先生が次々と訴え、チラシ・ポケットティッ していただきました。神奈川からは当日 2938 筆
シュ 350 配布、署名 54 筆。あっちこっちで対話が広がり、 提出し、累計で 61,587 筆を国会に提出しました。
「年金は下がるばかり」
「物価も上がっているのに」
「2 割 全国の署名数累計は、834,878 筆です。
化なんてとんでもない」
。
「国葬にあんなにお金使うのだっ
全国で”怒りの抗議行動”が呼びかけられ、神奈
たら、こっちに使ってほしい」などの声がありました。
川は 9 月 29 日に実施しました。
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活かせ!!憲法 9 条・25 条 軍拡ストップ 社会保障の充実めざし学習
を力に地域からの運動を広げよう 中央社会保障学校from 千葉
9 月 17～18 日の 2 日間、
「活かせ!!憲法 9 条・25 条 軍拡ストップ 社会保障の充実めざし 学習を力に地域から
の運動を広げよう」
をテーマに、
第 49 回中央社保学校が千葉市内会場と全国をオンラインで結び開催されました。
全国から、実参加 570 人、のべで 852 人が参加（地元千葉県は 310 人参加）
。神奈川では、横浜と川崎で集団視聴
会場を準備するなどし、1 日目 23 人、2 日目 26 人、実参加 31 人でした。

軍備増強の新自由主義国家か、
社会保障費増の福祉国家かの選択が迫られている
安達克郎さん（中央社保協代表委員）は、開校あいさつで、
「軍拡に突きすすむ岸
田政権を批判。憲法改悪を許さず 9 条・25 条一 体でたたかおう」とよびかけまし
た。鈴木徳男現地実行委員長のあいさつで開校しました。
第 1 講座は、宮崎礼二さん（明海大学准教授）が「安全保障と国民生活」をテー
マに講演。軍備拡大を批判。軍事最優先は国民の命・安全・ 財産を犠牲にするもの
と指摘。改憲か護憲か、軍備増強の新自由主義国家か、社会保障費増の福祉国家かの
選択が迫られていると強調しました。
参加者から、
「社会保障と軍事費の関連について重要な指摘がされ、その背景がと
てもすっきり理解することができ、運動方向について確信がもてました」との感想が
寄せられました。
特別報告「コロナ禍で 浮き彫りとなった矛盾」では、宮原重佳さん(医師・千 葉民医連会長)、栗原知亜紀さん
(埼玉/看護師・ケアマ ネジャー)、永戸有子さん・井上淳美さん(京都市職労) の各氏が医療、介護、公衆衛生の現場
からの告発。いま必要なのは国民の安全・安心のため保健所や医療機関・介護施設の体制を強めることであり、行
政の責任放棄ではないとあらためて訴えました。

25 条実質改憲、社会保障の「自助・互助・共助・公助」論とのたたかいを！！
2 日目の井口克郎さん（神戸大学准教授）の「社会保障入門講座」
。人権としての社会保障運動の前進のためには
資本主義の理解が不可欠と指摘。憲法 25 条 2 項にふれ、未だかってない運動の重要性を強調しました。参加者か
ら、
「憲法・国際条約セットで運動すること。とくに「後退禁止原則」が大事。公助論は前からおかしいと思ってい
ましたが、講義ですっきりしました」などの感想が寄せられたています。
シンポジウム「届けよう現場・地域の声、広げよう運動を」では、長友薫輝さん（佛教大学准教授）がコーディ
ネイターを務め、東松戸病院・梨香苑存続運動、柏市での「個人請願」運動、東葛地域での「労働・生活・健康な
んでも相談会」の取り組み、
「天海訴訟を支
援する会」の活動を交流しました。
「その地
域でいろいろな問題が全国噴出している。
擬
陽性の役割と内容を見ないととんでもない
ことになることが分かった。
「65 歳の壁」は
まったく知らなかったので勉強になりまし
た」などの感想が寄せられています。
「社会
保障の制度、政策を改善する」ために、地域
からの社保協運動をすすめていこうという
決意を固められるシンポジウムでした。
中央社保協の林事務局長が、①75 歳以上医療費負担 2 割化中止の運動、➁介護保険制度大改悪阻止の運動 ③
学習を力に地域社保協づくりを提起。窪田さん（東京社保協事務局長・中央社保協代表委員代理）のあいさつで閉
校しました。来年は岡山県で開催される予定です。＜千葉県社保協通信より一部転載させていただきました＞
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！！
全県一斉宣伝行動・西湘キャラバン

9 月の「税と社会保障一体改革反対」全県一斉宣伝
行動では、9 月 7 日に、大磯町、二宮町、箱根町、真
鶴町、湯河原町のキャラバン宣伝を行いました。9 月
15 日は、中井町、大井町、開成町、南足柄市、山北
町、松田町を回りました。
9 月 15 日のキャラバンは、鈴木建設労連税対部長
を先頭に県実行委員 4 人で行いました。中井町では
新婦人会員 1 人、開成町では共産党の方 2 人と合流
して行動。大井町、南足柄市、山北町、松田町を含
開成町・マックスバリュー前
め、1 市 5 町で宣伝署名行動を行いました。
中井町では 1 時間に 10 人ぐらいしか通らないといわれる交差点で宣伝。一人一人に署名を訴えると現地で参加
した新婦人の会員の知り合いの方も含めて、4 人が署名に応じました。開成町では若い女性がハンドマイクの訴え
に反応して、
「私、署名やる」と駆け寄ってきました。また、
「消費税減税できるの?」と話していた女性は「物価は
上がっても、年金は減るばかり」と話して署名に応じました。松田町では 2 人の方にチラシを渡すと「何をやって
いるんですか?」と聞いてきて、消費税減税の署名だとわかると署名に応じてくれました。対話の中では安倍元首相
の国葬「やめさせられないの?」と生活が切り捨てられる一方で、税金を使って国葬を強行しようとしていることに
怒りの声が寄せられました。＜県各界連ニュースより転載＞

消費税廃止神奈川県各界連は、9 月 26 日に定例の
宣伝署名行動を伊勢佐木町商店街で行いました。6 団
体 15 人の参加で、消費税減税署名が 45 筆、国葬反
対署名が 10 筆集まりました。消費税署名は毎回署名
が取れる数の倍以上です。
「年金を下げておいて、医療費の窓口負担をあげ
るなんてとんでもない。やることが反対」
「安倍がこ
んなにしたんだ」など、物価高騰が生活を襲う中、政
府のやることが国民に負担を押し付けることばかり
で、怒って署名に応じる人がたくさんいました。
＜県各界連ニュースより転載＞

9.26 県各界連定例宣伝行動

神奈川県医労連
神奈川県医労連は 9 月から、新署名「安全・安心の
医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める国会
請願署名」
（大幅増員・夜勤改善署名）に取り組んでい
ます。
9 月 3 日（土）には、横浜中華街西門通りにて、キャ
ラバンスタート宣伝行動に取り組みました。当日は 7
組織 17 人が参加し、1 時間で 53 筆を集め、昨年を大
きく上回るスタートを切ることができました。
多くの対話も生まれ、介護現場の人員不足で疲弊し、
職を離れてしまった青年が署名してくれたり、ご家族が看護師や介護職で大変だから、と署名してくれる方が後を
絶ちませんでした。10 月以降も毎月宣伝行動に取り組みます。詳細が決まり次第お知らせします！
＜神奈川県医労連 NEWS より転載＞
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介護保険施行から、22 年を経過しました。しかし必要な
サービスを利用できない実態が広がっており、家族介護を
理由とした介護離職も高止まりです。介護事業所では、深
刻な人手不足と低い介護報酬のもとでの経営難が続き、コ
ロナ禍でいっそう困難な事態が広がっています。
岸田政権は、2023 年通常国会に向けて介護保険制度のさ
らなる改悪をすすめようとしています。利用料 2 割・3 割
負担の対象者拡大、要介護 1、2 のサービス削減、ケアプ
ラン作成への自己負担導入、補助杖などの福祉用具の貸与
から購入への変更など、負担増と給付削減の提案が目白押
しです。利用者と事業者双方にさらなる矛盾、困難を押し
つけるもので、認めることはできません。
経済的な心配をせず、必要な時に必要なサービスを利
用、提供できる介護保険制度への転換を求め、介護署名に
取り組んでいます。
神奈川では、2 万筆を目標に署名に取り組もうと意思統
一しています。介護署名を広げることをめざし、10 月 8 日
（土）横浜駅西口モアーズ前で、
「介護署名」推進・宣伝行
動を実施します。各組織から、多くの方の参加をお願いし
ます。
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