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国民無視の安倍政権！一刻も早い退陣に追い込もう!!
10 月 24 日から第 197 回臨時国会が開催されていますが、今国会での安倍政権による国会の暴走は目にあまるも
のがあります。11 月 29 日には、与野党の合意で運営するという最低限のルールが乱暴に踏みにじり、与党による
憲法審査会が一方的に開催されました。11 月 27 日には、外国人労働者受け入れを拡大する出入国管理法改定案の
衆院通過が強行されました。まともな審議が行われないままの採決の強行は、29 日からの首相の外遊日程に合わせ
たと与党も言明しています。日ロ領土交渉、日欧経済連携協定（EPA）の承認などを含めて、まともな審議をしな
い国会に落とし込めています。
国民にまともな説明ができないから審議をやらず、
“日程ありき”で強引に押し通す。官邸主導であり、衆参両院
で 3 分の 2 の議席を持っているから“何をやっても許される”という与党のおごりと断じざるを得ません。来年春
の統一地方選、参議院選挙で、市民と野党の共闘を前進させ、一刻も早く安倍政権を退陣に追い込みましょう。

75 歳以上の医療費 2 倍化反対署名 4 万筆突破!! 紹介議員10人
7 月末から取り組み始めた「75 歳以上の医療費 2 倍化反対署名」
は、11 月末現在で、4 万筆を超えて集約されました。地元選出の国会
議員の紹介議員は 10 人に達し、署名を託しました。2 倍化を阻止す
るために、さらに運藤を広げましょう。
【紹介議員になっていただいたみなさん】
＜衆議院＞阿部知子さん、早稲田夕季さん、岡島一正さん（以上、立憲）
、
志位和夫さん、畑野君枝さん（以上、共産）
、田島要さん（無会）
、笠浩史
さん（無）
＜参議院＞牧山弘惠さん（立憲）
、小池晃さん（共産）
、真山勇一さん（無）
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11.21 神奈川子国会行動で畑野議員に署名を託す参加者

国保に権利としての社会保障の確立を！！
11.10 全県国保改善交流集会に 71 人参加
神奈川社保協は、11 月 10 日に「2018 全県国保改善交流集会」を開催しました。この集会は、4 月から国保都道
府県単位化がスタートしたことから、
「国保に権利としての社会保障の確立を」テーマにし、安倍政権の国保・医療
保険改革の動向を探ることとしました。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（税）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した。集会には、全県から 71 人が
参加しました。10 市町議会から 15 人の議員が参加され、都道府県単位化の対応について、模索し交流する場とな
りました。県社保協代表委員の杉沢隆宜さん（年金者組合）が開会あいさつし、講演と報告・交流しました。交流
集会に先立ち午前中に、保険医協会事務局の大高文人さんより、
「医療保険・国保の ABC」と題しての基礎講座を
行いました。

生存権を脅かす社会保障抑制路線の転換を
日本医療総合研究所研究委員の寺尾正之さんが「国保・医療保険の動向と骨太
方針 2018」と題して講演しました。安倍政権のもとで、貧困と経済的な格差の深
刻な広がりが生まれている。社会保障費の伸び(自然増)を抑えるとし、その結果、
高齢者をターゲットにした負担増がすすめられている。
6 月に閣議決定した「骨太方針 2018」は、2019～21 年度までの 3 年間、これま
で以上の社会保障費の伸び（自然増）を抑えようとしている。消費税率引き上げ
を前提として、少子高齢化を口実に全世代型社会保障改革をすすめようとしてい
る。骨太方針が掲げた給付削減と負担増は、全世代を対象にしているが、
「世代間
の公平」
「負担能力に応じた負担」を理由として、高齢者の負担を増やすことが目
的化していると断じ、
「世代間の公平」論のまやかしを指摘しました。
国保の都道府県単位化は、市町村国保の保険料水準の統一化をはかるもので、そのねらいとして、地方自治体の
独自繰入解消を迫るもの。市町村が独自に実施している法定外繰入を削減・解消させない。保険料軽減、地方単独
事業（医療費助成など）を継続させる取り組みが必要であること。社会保障は国民の関心も高く、安倍政権が描い
ている改悪シナリオは必ずしも思惑通りに進んでいない。医療・介護の保険給付削減・負担増を具体化させない運
動を前進させる。社会保障の充実による国民の経済的な格差縮小と健康水準の向上が、経済成長と社会の安定に寄
与する。特に地方では、医療・介護・福祉は、雇用者割合が最も高い分野であり、地方経済の活性化に貢献してい
ると強調しました。そして、憲法 25 条の生存権保障を実現する、平和的生存権を定めた 9 条を守る運動をすすめよ
うと結びました。参加者のアンケートでは、講演内容について「良かった」が 93％を占め、内容については「理解
できた」
「まあ理解できた」が 79％と、大変好評でした。

国保保険料（税）の軽減のために「法定外繰入」を維持することがカギ
「都道府県単位化で、国保制度はどう変わったか」を報告した神奈川自治労連の神田敏史さんは、県と市町村が
連携したこの間の取り組み経過を紹介し、都道府県単位化によって、保険料（税）が上がる自治体がでている。保
険料（税）の引き上げにならないようにするためには、公費の投入を増やしていく運動が必要。市町村の保険料（税）
軽減のための一般会計の法定外繰入を維持することがカギであり、削減させない取り組みが重要と指摘しました。
そして、保険料軽減のためには、市町村では、国保会計の繰越金をあてることや基金を財源として保険料軽減を求
めていくことができることを紹介しました。
県社保協医療保険改善委員会の中屋重勝さんは、県社保協が取り組んだ市町村国保調査の概要と特徴を報告し、
「都道府県単位化になっても保険者が市町村であることには変わりはない」
、
「国保運営を悪くさせないために、各
地域での学習会の開催が必要」
「保険料（税）を軽減させていくことが最も大事な取り組みであり、そのためにも法
定外繰入を維持させるなどの自治体交渉をすすめていこう」と提起しました。
その後、多くの参加者から質疑と討論が行われました。その中で、厚木市で「市民税の滞納は許しません」と毒々
しいポスターとチラシがまかれている実態が報告され、対応を求める声があがりました。最後に、県社保協代表委
員の二村哲さん（保険医協会）の閉会あいさつをもって終了しました。
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交流集会では、9 月から 10 月に行った市町村国保調査を提出しました。交流集会後、調査のさらなる分析を行い、
12 月初旬に、県社保協のホームページで公表することにします。以下にその一部を掲載します。
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憲法守ろう９条!全世代が連帯 日本高齢者大会に 2000 人!!
11 月 25～26 日、
「守ろう憲法、すべての世代の連帯で、つく
ろう安心して住み続けられるまち」をスローガンに掲げ、第 32
回日本高齢者大会が熱海市で開催されました。全国から 2000 人
以上が参加し、神奈川県からは 330 人が参加しました。
初日の全体会は、歓迎のうたごえ「こんなはずじゃなかった
と年金」と歌い、全員でこぶしを突きあげました。アピール行
動として「止めよう！9 条改憲発議 2 割負担・後期高齢者の医
療費自己負担」のプラカードを会場いっぱいに掲げました。
藤末中央実行委員長（全日本民医連会長）が開会あいさつ。
基調報告した武市和彦事務局長は、ひとりぼっちの高齢者をな
くす運動を前進させ、9 条改憲や消費税増税、社会保障改悪に反対するたたかいをすすめるとともに、来年の参院
選で市民と野党の共闘で安倍政権にストップをかけようと訴えました。
同志社大学教授の浜矩子さんが記念講演し、世界を揺れ動かす 3 つの「綱引き」
（①光と闇、②グローバル対反グ
ローバル、③愛国と愛僕）を話しました。
“愛国対愛僕”では、安倍首相が唱えた「国難突破解散」は“僕難突破”
ではなかったかと皮肉りました。後段で、新約聖書の「ヨハネの福音書」を紹介。
「初めにことばがあった。ことば
は神とともにあった。ことばは神であった。
（中略）光は闇の中に輝いている。やみは光が見えない」
。
“光の勢力と
闇の勢力”のたたかいは決している。人と人との結びつきを広げようとする勢力が必ず勝利すると結びました。憲
法前文も引用して、安倍政権と国民の対立軸を鮮明にしました。わかりやすく、はげまされる話でした。
2 日目は、8 月の学習講座と 9 つの分科会、3 つの移動分科会に分かれて、学び交流しました。第 1 教室の「沖縄
の昔と今～沖縄の歴史・基地問題・経済問題」を神奈川の高齢期運動連絡会が担当。沖縄国際大学教授の前泊博盛
さんから、琉球王朝時代からの沖縄の歴史と、戦後の自民党政権による分断と抑圧政策の経過と現実を具体的でわ
かりやすく話しました。沖縄の問題、対立軸は、日本の政権と国民の対立軸だという指摘は説得力があり、一体し
たたたかいの必要性を痛感しました。
来年の日本高齢者大会は、9 月 25～26 日に福島で開催されます。
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横浜市港北区社保協の再建総会開かれる!! 57 人参加
11 月 21 日、横浜市港北区社保協の 10 数年ぶりとなる
再建総会には 57 人もの方々が参加し、地域の期待の高さ
が示されました。今年春から準備会を立ち上げて、再建総
会の準備をすすめました。
総会では、経過報告と今後の取り組み方針、規約、会計
報告などの議案が準備会より提起され、各団体から住民が
主体の運動を広げようなど積極的な討論がされました。
提起された議案は満場一致で確認され、8 名の代表委員
と 8 名の運営委員、事務局長に年金者組合港北支部の梅村
忠三さんが選出されました。
総会の前段では、
「憲法と社会保障」と題し、県社保協根本事務局長の講演、また東京日の出町の視察報告を県高
齢期運動連絡会大河原事務局長が行いました。

認知症の介護で苦労する相談が相次ぐ!!
11.11「介護・認知症なんでも無料電話相談」
11 月 11 日、神奈川県の「介護・認知症なんでも電話相談」は 9 件の相談を受け、民医連からケアマネ 4 人をは
じめ 7 人の相談員で対応しました。相談内容は、人手不足で労働条件が悪化しているのでなんとかしたいという労
働相談も 1 件ありましたが、ほとんどが認知症に係って、介護家族からの深刻な悩みが相談されました。
「母の認知
症が進み、暴言がひどい。大声で『どろぼう、殺してやる』と言われる」
、
「血圧を 1 時間ごとにはかる。体温を 4
～5 分おきにはかる。安定剤服用。夜中、明け方に起こされる。外に出たがらない。デイサービスは行きたがらな
い」など。
このように、介護疲れ、利用負担の重さや介護度認定の不満を訴える相談が多かったのが特徴で、介護保険制度
のゆがみが露呈されています。全国では、112 件の相談が寄せられました。

＜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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