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安倍改憲、消費税増税、社会保障改悪ＮＯのたたかいを!!
10 月 24 日、第 197 回臨時国会が招集されました。安倍首相
は所信表明演説の中で、
各党に憲法審査会への改憲案提示を促
すなど、9 条改憲の野望を露骨に示しました。来年 10 月から
予定している消費税の 10％への引き上げについては「経済に
影響を及ぼさないよう、あらゆる施策を総動員する」というだ
けで見直す考えがないことを表明しました。
沖縄の県知事、豊見城・那覇両市長の選挙で県民の反対の意
向が鮮明になった米軍新基地建設についても、県民の心に「寄
り添い」は言葉だけで、
「結果を出していく」と強引な姿勢は
変わりません。改憲でも増税でも新基地建設でも、民意を踏み
にじる首相の姿勢はあまりに明らかです。
また、
消費税増税の理由としてあげられている社会保障につ
いては、
「全世代型社会保障改革」と称して、右表のような改
悪メニューが出されています。
改憲発議を許さず、消費税増税 NO、これ以上の社会保障改
悪はやめろの声を広げていこうではありませんか。
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社会保障拡充・改憲阻止へ 3700 人! ! 10.11 国民集会
10 月 11 日、社会保障の拡充や医師・看護師、介護職員な
どの大幅増員、憲法改悪阻止など求めて「憲法・いのち・
社会保障まもる国民集会」が日比谷野外音楽堂で開かれま
した。全国保険医団体連合会、日本医療労働組合連合会、
全日本民主医療機関連合会など 10 団体の主催。全国から
3700 人が集まり、神奈川からは、保険医協会、民医連、医
労連などから多数参加しました。
実行委員長の森田日本医労連委員長は、
「憲法まもれの声
と共同を大きく広げ、社会保障の解体、戦争する国づくり
は絶対に許さないと国民に訴えていこう」と力を込めました。リレートークでは、認知症の人と家族の会から大野
さんが「家族責任、家族負担では困る」と訴え、全国医師ユニオンの植山代表が過酷な医師の働き方の改善を求め
ました。日本共産党の小池晃書記局長、立憲民主党の川田龍平参院議員など、野党の国会議員が参加し、小池氏は
「生存権を奪うような安倍政権の社会保障破壊を許すわけにはいかない。市民と野党の共闘で社会保障の抜本改革
の共通政策を示し、選挙で自民・公明を少数に追い込んでいこう。ともに頑張りましょう」と呼びかけました。
集会後、参加者は「軍事費を削って社会保障に回せ」などシュプレヒコールを上げ、銀座パレードを行いました。

憲法 25 条を守り活かそう 10.25 中央行動 2800 人参加! !
10 月 25 日、憲法 25 条を守り活かそう！10・25 中央
行動に全国から 2800 人が参加し、日比谷野外音楽堂での
集会、厚労省前アピール行動、国会議員要請などを行いま
した。神奈川から、障神奈連、神生連、福祉保育労、民医
連、医労連などから多数参加しました。
集会呼びかけ人の一人 生活保護問題対策全国会議代表
幹事・尾藤弁護士が主催者を代表してあいさつ・基調報告
を行い「日弁連人権擁護大会では、安倍政権の施策の下で、
全国民に広がる貧困と格差の実態が報告された。憲法 25
条、憲法 13 条が尊重される、市民の生存権が保障される 神奈川から「75 歳以上の医療費窓口負担増反対」の運動を発言。
社会保障制度の 拡充が求められているし、私たちは権利としてこれを求めることができる。しかし、我が事丸ごと
共生社会といって、国の責任を後退させ、障害者雇用の水増し、待機児童の根本的な解決はおざなりで、福祉・医
療労働者の待遇改善は進んでいない。社会保障プログラム法は 25 条を空洞化させている。国は財政がないと言いな
がら、大企業や大金持ちには優遇したまま消費税増税を行おうとしている。消費税増税が社会保障に使われる保証
はない。運動を大きくして、私たちの声を届けよう」と呼びかけました。
集会では、
「聞いてください！私たちの声を」と題して各分野から発言し、神奈川から「75 歳以上の医療費窓口
負担増反対」の運動の報告と決意表明をしました。
「年金だけでは生活できずに 生活保護を受給した。70 歳になっ
て 4940 円減額された。生活保護を受給してから 5 つも病気になった」と 新座生活と健康を守る会は訴えました。
年金者組合からは「世代間を分断し、年金額の削減をしている。国民年金の保険料納付率は 4 割。政府はこれを自
己責任と 6 割の人が無年金予備軍となっている。国庫負担分の 3 万 3 千円をすべての人に給付せよと要求してい
る」
、群馬・福祉保育労からは「親が保育士になることを反対するなど、今保育士の労働条件、給与の低さで保育士
のなり手が少なくなっている。地方は最賃が低く、賃金が高い他県に流れて、特に人手が不足している。国の基準
ではちゃんとした保育ができない。保育士がたりずに子どもの入園も待ってもらっている状態だ。保育予算を増や
してもらいたい」との訴えなど、保育の現場、障害者、介護保険、地域医療など各現場に携わる代表からの訴えが
相次ぎました。
集会後、参加者は厚生労働省前に移動し、アピール行動を展開。行動アピールを採択して行動を終えました。 集
会には、日本共産党の倉林参議院議員が連帯あいさつを行い、野党各党が連帯メッセージを寄せました。
＜全労連社会保障闘争本部ニュースより一部転載＞
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医療健康フェスティバル
延べ 1123 名の来場者! !
10 月 21 日、神奈川県保険医協会は毎年恒例の医療健
康フェスティバルを開催し、延べ 1123 名の方が来場し
ました。今回で 22 回目の開催になります。当日は、医
科・歯科健康相談の他、骨の健康度測定や口腔内細菌数
測定などを実施。市民から好評を博しました。
この医療健康フェスティバルは、医療費の窓口負担を
「ゼロ」にしていくための宣伝行動と位置付けており、
負担ゼロへの賛同署名は 214 筆を集約。医療費を考える
クイズはがきなども 1500 部配布したほか、キャラクタ
ーであるゼロくんファミリーと記念写真を撮影して
SNS にアップする取り組みを行い、合計 2700 名のフォ
ロワーに拡散することができました。
宣伝では東京・日の出町の医療費助成制度の取り組
みの紹介や 75 歳以上医療費 2 倍化をはじめとした政府
が企図する医療改悪について警鐘を鳴らしました。
県社保協では、4 名が宣伝・署名に協力してきました。

10.18 75 歳以上医療費２倍化反対宣伝行動 署名 40 筆!!
「75 歳以上の医療費 2 倍化反対実行委員会」は、10 月
18 日、伊勢佐木町モールで、第 3 弾の街頭宣伝行動を実
施しました。宣伝行動には 15 人が参加し、中でも保険医
協会からは 6 人の医師を含めて 7 人が参加しました。
夕方 4 時に開始した宣伝行動は、だんだんと暗くなり
人通りが少なかったものの、45 分間でチラシ約 200 枚配
布し、40 筆の反対署名を集めることができました。
保険医協会の先生をはじめ、参加者が次々とマイクを
とって訴えを始めると、自ら署名を申し出る高齢者も。
今年、74 歳の方は、
「1 割から 2 割になったと思ったら、
この先も死ぬまで 2 割払わなければならないなんてとん
でもない」と、すぐに署名してくれました。あっちこっちで対話の輪ができ、2 割化の動きについて「知らなかっ
た」とする方が圧倒的でした。実行委員会は、毎月宣伝行動を行なうこととし、11 月 22 日 14:00～伊勢佐木モール
で行う予定です。各地域での取り組みを広げましょう。

平塚地域社保協総会を開催！！

神奈川国会行動 署名 5 千提出!!
10 月 24 日の臨時国会開会日の神奈川国会行動に、
建設労連など県内諸団体から 63 人が参加。
神奈川県社保協と年金者組合で、75 歳以上の医療費
2 倍化反対請願署名を約 5000 筆持参し、紹介議員の要
請を行いました。開会日で面会できた議員・秘書は少
なかったのですが、共産党の小池晃議員が紹介議員に
なってくれました。
現在、署名は 1 万筆超えて集約されています。次回
の国会行動は、11 月 21 日です。さらに広げ、国会行
動への参加もすすめましょう。

現在
75 歳以上の医療費 2 倍化反対

10 月 21 日、平塚市地域社保協第 20 回総会を開催し、約
40 人が参加しました。
開会ののち、
「75 歳以上の医療費 2 倍化反対の取り組みに
ついて」と題して、高齢期運動連絡会の大河原貞人事務局
長が講演。安倍政権の「骨太方針 2018」と社会保障改悪の
ねらい、75 歳以上の医療費 2 倍化反対の運動など、元気が
出るお話しでした。
総会では、平塚市への要望と懇談の具体化など、方針を
確認しました。長らく会長を担ってきた吉村俊一さんが退
任し、原昭二さん（年金者組合）を新会長に選びました。
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2018 全県国保改善交流集会

医療保険・国保のＡＢＣ（講師：保険医協会事務局）
＜講演＞「国保・医療保険の動向と骨太方針 2018」
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
本集会は、安倍政権の国保・医療保険改革の動向を探り、今年スタートした都道府県単位化によって市町村国保はどう変
わっていくのか。払える国保料にしていく地域での運動、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＞

＜資料代 500 円＞

横浜市・第 7 期高齢者保健福祉計画の概要と特徴
佐藤 泰輔 さん（横浜市・高齢健康福祉課長）
どうなる、どうする介護保険～
林
泰則 さん（全日本民医連・事務局次長）

～

つどいは、横浜市の第 7 期介護事業計画を学び、安心の介護を実現するために何が必要かを探る機会にします。市民、
利用者・家族、事業者、従事者、自治体関係者などが一堂に会して、それぞれの立場から介護制度について考え経験を交
流し合う場にしたいと思っています。みなさんのご参加をお待ちしています。

＜資料代 500 円＞
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