来年は選挙の年、私たちの要求を前面にたたかおう!!
2018 年は、国保の都道府県単位化、介護保険の第 7 期事業計画がスタートするなど、大きな動きがありました。
そうした中で、社会保障の改悪反対、充実を求めて、地域を軸にした取り組みをすすめました。とくに、75 歳以上
の医療費窓口負担 2 倍化反対のたたかいは、4 万 1 千筆の署名を集約し、地元国会議員 10 名に紹介議員になってい
ただき、国会に提出しました。私たちの運動は、当面の改悪の動きを止めつつあります。断念させるために、さら
に大きく広げていこうではありませんか。年明けか
ら、全国署名に切り替えて運動をすすめます。
2019 年、安倍政権は「改憲」
「消費税増税」ととも
に、
「社会保障費のさらなる削減」をすすめようとして
います。
安倍政権の 7 年間で削減された社会保障費は、
額が判明するものだけで 4 兆 2720 億円に達します。
政府の 2019 度政府予算案では、社会保障費の自然
増分を 3870 億円削減する計画です。高齢化などで当
然増える社会保障費の自然増分を 1200 億円削ります。
マクロ経済スライドの発動による年金支給額を、約
2500 億円（0.5％）削減。75 歳以上の後期高齢者医療
では保険料の「軽減特例」を、消費税増税と同時（10
月）に廃止します。年金収入 80 万円以下の高齢者は平
均月 380 円の負担が月 1130 円と 3 倍に増えます。さ
らに、生活保護の生活扶助費を、18 年 10 月から 3 年
間で合計 160 億円削減します。
来年は、県知事選など一斉地方選挙と参議院選挙の
年。私たちの要求を前面にしてたたかい抜こうではあ
りませんか。

★講演
～改憲・消費税増税・社会保障改悪ストップ～

唐鎌直義さん（立命館大学産業社会学部教授）
社会保障の改悪反対、充実を求める国民的要求を中心に据えて、一斉地方選挙・参議院選挙に向けた要求と
運動の進め方などについて、学び・語りあう場とします。
＜資料代 500 円＞
－1/4－

介護保険制度の改善へ、恒常的な運動母体の発足を確認！！
12.8「介護保険のいまと未来を考えるつどい」113 人参加
12 月 8 日、横浜で開催した 10 回目となる「介護保険の
いまと未来を考えるつどい」には、介護事業者・従事者、
介護利用者、市町村議員など 113 人が参加しました。つ
どいは、県社保協加盟の団体と労働組合、介護事業者や
生協などでつくる実行委員会の主催。
今回のつどいは、今後の取り組みとして、国の責任で
介護保険制度の改善を求める署名と運動に取り組むとと
もに、恒常的な運動母体づくりの発足を提起し、あらた
な段階の運動をめざすことを提起し確認しました。
長嶋理恵さん（川崎医療生協）と水口美穂子さん（介護事業所こみゅにてぃ）の司会のもと、実行委員会を代表
して片倉博美さん（民医連）のあいさつで開会しました。

横浜市の第７期事業計画の特徴を報告「介護保険料軽減の取り組みが必要」
はじめの講演では、横浜市介護保険課佐藤泰輔課長から、第７期高齢者保健福祉計画の特徴が報告されました。
高齢化率が高まるなか、障害者や住宅などの対応もふくむ「横浜型地域包括ケアシステム」を構築し、高齢者が
自らの意思で自分らしく生きることができるよう、地域全体で取り組んでいく方向や、保険料の上昇を緩和するた
めに「所得段階の上限」拡大などの市としての独自の努力をしていることなどが話されました。
今後の課題としては、介護人材の確保のために、住宅確保支援や処遇改善加算の運用の徹底などすすめていくこ
と。介護保険料は、現在の月額 6200 円から今後 8 千円超になることが見込まれることから、国庫負担の増額など軽
減する取り組みの必要性が強調されました。

社会保障・介護保険制度は国の責任で、
「制度・報酬・処遇の改善を求める」
続いて全日本民医連の林泰則事務局次長が、
「どうなる、どうする介護保険」と題して講演。
この間の介護保険制度は、2012 年の社会保障制度改革推進法により、社会保障の国の責任が国民相互の助け合い
へと理念が 180 度変えられたこと。国の責任を徹底的にうすめ、自立・互助・共助・公助の順番を基本とした地域
包括ケアシステムが進められ、介護報酬の引き下げとあいまって保険サービスの縮小、自己負担サービスの拡大が
進められていることが次々と紹介されました。
そして、社会保障・介護保険制度は国の責任で行うことを明確にし、制度・報酬・処遇の改善を求めていくこと
が重要と、私たちの運動の方向性を提起しました。

介護利用者と家族、事業者、労働者と行政が連携して改善を求める運動を
討論では、中村さん（南足柄市居宅介護支援事業所ケアマネ）
、野川さん（ユーコープ労組ヘルパー）
、田中さん
（戸塚区役所保健師）
、小野寺さん（ユーコープ福祉事業部）
、千葉さん（遠藤接骨院ヘルパーステーション）
、田所
さん（年金者組合）が発言。
「利用料負担増のいっぽうサービス不足で救われない利用者の実態」
、
「生活援助時間が 1 時間から 30 分に短縮
された介護報酬制度の改悪を実感し、報酬アップを切実に感じている現場労働者の声」
、
「地域包括ケアシステムの
なかで企業も参入し、補助金やデータも儲けのターゲットになる危険性を感じている自治体職員の声」
、
「経営的に
総合事業を避けざるを得ない状況や初任者研修の希望者が 3 分の１になるなど、魅力ある内容をつくっていく必要
性」
、
「行政に働く人々と市民が連携し運動をもりあげていく必要があるとの事業者の声」
、
「同じ思いでこれだけの
人が集まっていることに感動し励みになるという参加者の率直な思い」などが語られました。
実行委員会の根本隆さん（県社保協）より、つどいのまとめと今後の取り組み提起を行い、遠藤昭さん（遠藤接
骨院ヘルパーステーション）が閉会あいさつ。介護を通じ利用者の状態が改善し、喜びと励ましを感じるが、介護
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報酬の相次ぐ改悪で事業所の閉鎖が相次ぐ深刻な事態に置かれていること、私も決算時はマウスを握る手が震える
程の厳しさと話され、私たちが現状を明るく変えるため、安倍がいなくなるまで奮闘しようと呼びかけ、大きな共
感の拍手のなか終了しました。
57 人の方から「参加者アンケート」が提出され、
「介護保険の現状がわかった」
「それぞれの立場、現場からの声
が聞けて良かった」
「今後も参加したい」などの声が寄せられています。

＜介護保険のつどいで確認した「今後の取り組み提起」＞
（１）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
実施しましょう。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し
ょう。
（２）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
る運動を広げましょう。
「介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善等を求める請願署名」をはじめとした
署名を、地域で広げましょう。
（３）介護保険制度の改悪は、利用者・家族、介護事業者、介護労働者への困難が押し寄せるだけでなく、自治体
の運営や財政に大きな負担増が押し寄せています。地域の諸団体と連携して、自治体要請・懇談を進め、改
善をめざしましょう。
（４）来年春に行われる一斉地方選挙、6 月に行われる参議院選挙に向けて、社会保障制度と介護制度の改善求め
る要求にもとづく運動を地域で大きく広げましょう。
（５）本日のつどいを契機として、神奈川県でのこれからの取り組みをすすめる運動母体「介護に笑顔と希望を神
奈川県連絡会（仮称）
」を発足させましょう。
「介護保険のいまと未来を考えるつどい実行委員会」の参加組
織・メンバーで相談を開始します。

「一律 2.5％削減はインチキ」裁判長が国に釈明求める！！
12.3「かながわ年金裁判第 7 回口頭弁論」250 人が結集！！
12 月 3 日、かながわ年金裁判第 7 回口頭弁論は、東
京地裁前を埋め尽くす 250 人の原告・年金者組合の組
合員、支援者が駆けつけました。
今回の口頭弁論は、土志田年金者組合県本部前委員
長、飯塚さん（年金者組合川崎みなみ支部）の両原告が
陳述。
「37 年働いて保険料を払ってきたが、団体の加入
費、友達との交際、葬祭、書籍の購入、好きな晩酌も削
り、孫のお小遣いも払えなくなっている」
、
「妻のグル
ープホーム利用料をはじめ医療・介護費用と税金、社
会保険料などは 480 万円になり、このままでは貯えも
なくなる。妻はホームを出て家で暮らさざるを得ない」
と期待が裏切られ、将来の不安を切々と訴えました。
そして、志田弁護士の「年金削減一律 2.5％は過大、インチキ」論が法廷を圧倒しました。志田弁護士の、平成 24
年年金法を改悪した際に根拠とした年金受給の 2.5％払い過ぎ論は過大でありインチキであると、明確な数字をあ
げて鋭く追及しました。
「昭和 11 年までに生まれた人までが該当し、12 年以降の人は 2.5％もの払い過ぎは受けて
いない」
「11 年までに生まれた人は約 3 割に過ぎない」との鋭い追及に、裁判長は強い関心を示し、
「国は次回 2 月
15 日に弁明をしてください」と命じました。
参議院議員会館講堂で行われた報告集会でも、法廷で国を追い詰めている様相がまざまざと明らかになり、次回
2 月 15 日 14:00 第 8 回口頭弁論で国がどんな釈明をするか注目されます。
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「みんな怒っている」さらなる生活保護費削減の強行!!
「不服審査請求書」225 人分を提出
安倍政権は、今年 10 月から、生活保護の生活扶助費を
3 年間で合計 160 億円削減することとしています。いま全
国で、1000 人を超える原告が生存権裁判をたたかってい
るさなかでの強行です。この苛烈な処置に対し、全国で不
服審査請求運動が取り組まれています。
11 月 30 日、神奈川県庁で知事あてに 1 回目の不服審査
請求書 139 人分（裁判原告 30 人分を含む）を提出し増し
た。提出行動には、神奈川県下の 12 の生健会と生存権裁
11 月 30 日の提出行動の参加者
判の弁護士 6 人を含む 41 人が参加し、県からは 7 人の職
員が対応しました。
提出集会で、小花弁護士は「2013 年、生活保護費最大 10％の引下げに対し、憲法 25 条に反すると全国 29 都道府
県で裁判をたたかっている。国は、その最中にもかかわらず、10 月から最大 5％の生活保護費を削減してきた。納
得できない。みんな怒っている。県は適正な判断を下してほしい」とあいさつしました。
12 月 14 日には、2 回目の県庁での提出行動では、25 人分を提出し、個別に区役所や市役所へ提出したものを合
わせて、225 人分を提出しました。
今回の引き下げは、高齢者や若い子育て世帯に厳しく影響し、横浜市の場合全体の 78％、4 万 2168 世帯で引き下
げられています。引き下げが一律でなく、世帯構成ごとに複雑な計算をしなくてはならず、また、提出書類である
「保護決定通知書」が「発行されていない」
「紛失した」等、再発行の必要な人も少なくなく、前回の審査請求とは
異なり、大変さが目立ちました。生活保護基準費引き下げは、来年、再来年の 10 月にも予定されています。

◆ 12 月 13 日 75 歳以上の医療費窓口負担 2 倍化反対・伊勢佐木町宣伝行動⇒5 団体 15 人参加、チラシ・ティッシュ約
200、署名 76 筆。
◆ 12 月 20 日 消費税廃止各界連・伊勢佐木町宣伝行動⇒7 団体 20 余人参加、チラシ・ティッシュ約 300、署名 174 筆。
◆ 12 月 26 日 県民要求連絡会・県への重点要求提出⇒県社保協として、子どもと重度障害者への医療費助成の拡充に向け
た調査・検討を要請。
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