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沖縄県知事選 玉城デニー氏大勝!! 
9 月 30 日、沖縄県知事選が投開票され、

翁長雄志知事の遺志を継ぎ、辺野古新基地反

対を掲げた玉城デニー候補が 396,632 票（得

票率 55.1%）を得て初当選を果たし、保守・

革新を超えて団結した「オール沖縄」県政を

継承しました。新基地推進の安倍政権が全面

支援した前宜野湾市長の佐喜真淳氏＝自民、

公明、維新、希望推薦＝との事実上の一騎打

ちを、8 万票差をつけて制しました。 

 沖縄タイムスは玉城氏勝利の要因として、①翁長県政の継承と辺野古新基地反対の姿勢を明確

に打ち出しつつ、経済政策や子育て支援策にも力を入れ、幅広い層の支持を得たこと、②安倍政権

と国政与党が佐喜真氏をなりふり構わず支援したことへの反発を招いたと指摘しています。 

全国が心を一つにして、玉城氏勝利に向け支援をすすめました。現地に応援にかけつけたみなさ

ん、神奈川から電話かけやカンパ活動などすすめたみなさん。ともに喜びあいたいと思います。 

1 日（月）県社保協医療保険改善委員会 14:00神商連会議室  

 3 日（水）中央社保協運営委員会 13:00医療労働会館会議室 

 5 日（金）県社保協第 4回常幹 14:00建設プラザ 3Ｆ会議室 

 6 日（土）アスベストシンポジウム 13:30横浜市健康福祉総合センター 

 8 日（月）肢体障害者全国交流集会実行委員会 14:00かながわ労働プラザ会議室 

 9 日（火）県社保協介護保険改善委員会 16:00民医連会議室 

            介護のつどい実行委員会 18:00民医連会議室 

11日（木）憲法・いのち・社会保障をまもる 10.11国民集会 13:00日比谷野外音楽堂 

12日（金）県社保協第 4回幹事会 14：00保険医協会会議室 

14日（日）原子力空母母港化反対集会 13:00横須賀ヴェルニー公園 

17日（水）生存権裁判署名提出行動 13:30横浜開港記念会館第 9号室 

18日（木）75歳以上の医療費２倍化反対!宣伝・署名行動 16:00伊勢佐木町モール有隣堂前 

      安倍改憲Ｎ０！学習会 18:30横浜開港記念会館 1号室  

21日（日）平塚社保協総会 10:00湘央建設組合会議室 

      保険医協会・医療健康フェスティバル 13:00横浜そごう前 

24日（水）神奈川国会行動 10:00衆議院第二議員会館多目的ホール（予定＝変更あり） 

25日（木）憲法 25条を守り活かそう 10.25中央行動 13:00日比谷野外音楽堂 

26日（金）神奈川県弁護士会・憲法問題講演会 18:30横浜開港記念会館講堂 

28日（日）医療費窓口負担「ゼロの会」シンポジウム 13:30保険医協会会議室 

辺野古新基地 
建設の中止!! 
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後期高齢者医療「不服審査請求書」248 名分を提出!! 
9 月 18 日、年金者組合と社保協、高齢者運動

連絡会の三団体で、県後期高齢者医療審査会に、

後期高齢者医療の保険料「不服審査請求」の集

団提出行動を行いました。この行動に向けて、

8 月下旬から県内 20 カ所で「後期高齢者医療学

習会・不服審査請求のつどい」を開催し、約 300

人方が参加しました。この日、20 人を超える参

加で 248 名分の審査請求書を提出しました。 

提出行動では、請求者を代表して年金者組合の伍淑子さんが、「神奈川県の後期高齢者医療の保

険料が今年下がったが、それでも全国で 2 番目に高い」「昨年『特例軽減措置』の段階的廃止がさ

れ、保険料を払うのが大変。暮らしていけない」など、各地のつどいでの声を紹介し、「広域連合に

高齢者の声を伝えてほしい」、「厳正な審査をお願いしたい」と表明し、参加者が次々に訴えました。 

「所得の 26％もの保険料負担」「75 歳になった途端 2 倍半の保険料に」 

藤沢市社保協の大山さんは、「賦課のもととなる所得は 117 万円で妻がゼロ。保険料は所得の約

15％にあたる 18 万円。介護保険料 13 万円と合わせると、負担は 31 万円となり所得の約 26％にあ

たる。保険料が家計にとってどれだけ負担か。大幅に引き下げてください」と訴えました。 

川崎市生健会の吉村さんは、75 歳になった途端に保険料が約 2 倍半になり、不服審査請求した女

性の声を届けました。女性は、夫を亡くし低年金で食べていけず、パートで働き所得は 51 万 4 千

円で保険料は 8 万 4 千円。昨年まで国民健康保険料は 3 万 6 千円だった。吉村さんは「もともと保

険料が高い。軽減措置があるがこの女性には機能しない。給与所得のため控除が小さく、均等割は

軽減がなく満額の 4 万 1600 円かかっている。所得割も今年度から、特例軽減（16 年度は 5 割軽減、

昨年は 2 割軽減だった）が廃止され軽減がなくなった」と指摘しました。 

参加者から、「うばすて山だ」「特例軽減の廃止は許せない」「75 歳以上になれば持病があるもの。

保険を切り離すなんてとんでもない」「制度の廃止を国に求めてほしい」などの訴えがありました。 

この取り組みの広がりを「医療費窓口負担２倍化反対」の運動の前進へ 

神奈川県の後期高齢者医療の対象者は 108 万人に

達し、そのうち所得のない人が半数以上で、100 万円

未満が 70％にのぼります。「特例軽減措置」廃止によ

って、被扶養者であった方の保険料は 3 年目に 10 倍

に引上がります。「不服審査請求書」は、10 月に

追加提出し、昨年の 112 名をおおきく上回る提

出者数となります。  

この取り組みの広がりを基盤に、後期高齢者

の医療費の窓口負担を 1 割から 2 割引き上げの

中止を求める運動を広げましょう。中央社保協・

全日本年金者組合・日本高齢期運動連絡会の 3

者の署名として、全国運動がスタートしました。 

75歳以上の医療費窓口負担 

2倍化反対の署名の集約を 

7 月から取り組んでいる、75 歳以上の医

療費窓口負担 2 倍化反対の署名を、10月下

旬から予定される臨時国会に提出します。

署名の集約と集中をお願いします。 

●10 月 18 日（木）16:00～宣伝行動 

 伊勢佐木町モール有隣堂前 

●10 月 24 日（水）10:00～神奈川国会行動

議員要請を行う予定（国会開会の関係で

日程がずれる可能性あり）。 
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9.21年金裁判 原告・弁護士の陳述が法廷を圧倒!!  
9 月 21 日 14:00 から開かれた第 6 回口

頭弁論は、降り続く雨にも負けず、県内

各支部から、250 人の原告・組合員が東

京地裁を包囲しました。藤塚・志田弁護

士が｢年金もらいすぎ論｣「現役世代不公

平論」を明確に切り捨て、村石さん（小

田原）と三浦さんの（港北）原告は、病

気や子育てに追われ働き続けても、食事

や交際も切り詰める年金生活を陳述、傍

聴席から禁止されている拍手が沸き起こ

りました。参議院議員会館講堂に移動し

て行われた報告集会は超満員。共産党畑

野議員が駆けつけ、生々しい政治情勢が

報告されました。 

第 6 回口頭弁論最後に、裁判長が｢原告

陳述書は、次回期日 12 月 3 日までに提

出してください｣と発言。原告陳述書を重視していることの表れであり、各原告は 11月中旬までに、

支部・ブロックごとに、弁護団と陳述書記入学習会を開き記入を促進します。 

次回の口頭弁論は、12 月 3 日（月）14:00 から＜神奈川年金裁判推進ニュースより＞ 

 

9.26生存権裁判、3周年記念集会に120人参加!! 
9 月 26 日、神奈川生存権裁判の第 11 回口

頭弁論と 3 周年記念集会に、原告・弁護団・

支援者 120 人が参加しました。 

口頭弁論では、小花弁護士が生活保護費の

引き下げの根拠とした「ゆがみ調整論」と「デ

フレ調整論」について強烈に批判。「政治的

な引き下げありき」と看破しました。 

3 周年記念集会は、弁護団の報告ののち、

井上英夫氏（金沢大学名誉教授）による「社会保障リボリューション―いのちの砦・社会保障裁判」

と題して講演。津久井やまゆり園の事件などから「軽くなったいのち」という傾向について警鐘を

発しました。「朝日訴訟は 1957 年に提訴したが、たった一人のたたかいだった」、「いまや 1000 人

を超える人が生存権裁判をたたかっている」、「権利ためのたたかいは大きく前進している」。「人権

としての社会保障、生活保護を求める運動を広げよう」と結びました。 

集会のトリは、原告による構成劇。迫真の演技をされる方もいて、裁判に取り組む話し合いの場

面から、法廷での陳述、たたかいの中で確信をつかむ様子が良くわかる劇でした。 

次回の口頭弁論は、1 月 21 日（月）14:00 から。 

参議院議員会館講堂の報告集会は超満員！ 

 

雨にも負けず元気よく入廷する原告

団 
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＜講演＞「国保・医療保険の動向と骨太方針 2018」（仮題） 

寺尾正之氏（日本医療総合研究所研究委員） 

＜基調報告と討論＞ 

☆ 市町村国保調査の概要と今後の取り組み提起 

中屋重勝氏（県社保協・医療保険改善委員会委員長） 

☆ 神奈川県における市町村国保の状況 

神田敏史氏（神奈川県職労連副委員長） 

☆ 各地の取り組み報告など 
今年から国保の都道府県単位化がスタートしました。本集会では市町村国保の実態調査報告を行い、

国保の都道府県単位化によってどう変わったか、利用者の「国保料引き下げ」につながる視点からの地

域での運動、自治体要請のポイントなどを提起し議論します。    ＜資料代 500円＞  

11/11 介護・認知症なんでも無料電話相談 

≪ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ≫0120-110-458 
［相談受付時間］11月 11日(日)10:00～18:00 

中央社保協と認知症の人と家族の会が、11月 11日（介護の日）に、全国的な「介護・認知症なんでも

無料電話相談」を実施します。これに呼応し、県社保協と県民医連で電話相談を行います。各団体・地

域社保協のみなさん、構成組織と地域の方々にお知らせください。 

第 46回神奈川自治体学校 
11月 4日（日）9:30～16:30 

かながわ労働プラザ 
≪記念口演≫八法亭みややっこさん 
八王子の弁護士・飯田美弥子さんの落語 

「八法亭みややっこの憲法話」 

【社会保障分科会】13:30～16:30 
●少子・高齢化のなかでの社会保障・住民

運動を考える  

【講師】影山保氏（東京日の出町地域の民医

連友の会支部長） 

三浦市、真鶴町などの取り組み報告と交流 
＜参加費 1000 円＞ 

＜記念講演＞2本（仮題） 

① 横浜市第 7 期事業計画  

② 介護保険をめぐる動向  

今年から市町村ごとに「第 7 期総合事業計画」

が始まり、さまざまな問題事例が出ています。介

護事業者、従事者、利用者と自治体関係者がつど

い、それぞれの立場から発言し交流し、今後の取

り組みを豊かにする場にします。 


