「権利としての社会保障制度」確立!!“怒り”を“希望”に“行動”に
5 月 18 日、25 団体 63 人が参加して神奈川県社保協総会を開
＜2019 年度代表委員（敬称略）＞
催し、新年度の活動方針、役員体制などを確認しました。
総会は、
「権利としての社会保障制度」をかかげて“怒り”を
“希望”に“行動”に！をスローガンに、①安倍政権退陣めざ
し「市民と野党の共闘」の前進に力を尽くそう、②「権利とし
ての社会保障制度」を高くかかげ、地域からの運動をすすめよ
う、③10 月消費税 10％増税ストップ！ 国民生活の改善めざす
運動をすすめよう、④広範な市民との「共感」と「共同」を広
げ「主体的な力」をつけよう、の 4 点を重点に、2019 年度の活動をすすめることを確認しました。そして、当面す
る参議院選挙（衆参Ｗ選挙もあり得る）で、市民と野党の共闘を前進させ、安倍政権の退陣をめざす運動をすすめ
る決意を固めあいました。

75 歳以上医療費 2 倍化反対運動の前進、地域社保協の強化・確立を！！
討論では、川崎社保協の光野事務局長は、後期高齢者医療保険の学習会に 49 人参加。75 歳以上の医療費２倍化
反対の署名を、
「川崎市老人クラブ連合会」に申し入れし、3 千筆の署名を集約した」
、
「運動は川崎市全区に広がっ
ている」と報告。署名は、全県で 7 万筆を超え、さらに広がっています。
11 月に、10 数年ぶりに再建した横浜市港北区社保協の梅村事務局長が、再建に至った経過を報告。
「25 条共闘
づくりから社保協の再建の気運が生まれた」
、
「各団体の社会保障要求を束ね運動をすすめる」
、
「学ぶことで“怒り”
が確かなものとなる。学習を重視して取り組んでいる」
。地域社保協の強化・確立が最重点課題と認識されました。
障神奈連から、9 月に横浜で開催される肢体障害者全国交流集会への「ボランティア参加と協賛金のお願い」
、生健
会から「生存権裁判への支援」が訴えられました
中央社保協の是枝事務局次長、日本共産党の畑野君枝衆議院議員、君嶋千佳子県議から激励のごあいさつ。社民
党県連と関東甲ブロックの都県社保協からメッセージをいただきました。

政府の「自治体戦略 2040 構想」に地域からの運動で対抗を！！
総会に先立って、芝田英昭（立教大学コミュニティ福祉学
部教授）さんから、
「自治体戦略 2040 構想と社会保障改革、
その財源」と題する学習会を行いました。
「自治体戦略 2040 構
想は、住民自治のない圏域自治体への再編と基礎自治体の解
体、住民の自助・互助への強制を狙っている」
、
「国による地域
共生社会の進化と一体化させようとしている」
、
「地域から社
会保障の拡充を求める運動を強化していくことが対抗軸とな
る」と強調されました。
「権利としての社会保障制度」の確立
に向けた私たちの運動への大きな励ましとなる講演でした。
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小児医療費の完全無料化をめざす！！

横浜市社保協総会

横浜市社保協は、5 月 11 日、桜木町青少年活動交流スペースで、
50 名が参加で第 21 回総会を開催しました。
総会に先立つ記念講演では、立正大学法学部の浦野先生から不公
平税制を正すことで消費税増税によらない財源を確保（38 兆円）で
きること、当面の参議院選挙で増税中止法を実現する国会での力関
係を変えることの重要性などが話されました。
活動方針では、小児医療費の完全無料化（窓口一部負担金・所得
制限廃止）をめざす請願署名、後期高齢者窓口負担 2 倍化反対の署
名のいっそうの推進、さらなる地域社保協の結成などが提案され、
当面 2020 年横浜市予算要求の取りまとめに取り組むことを確認しました。
討論では、港北社保協の再建やヤマ場をむかえる生存権裁判の取り組み、市民税滞納にたいする年金の差し押さ
え事例などの取り組みが報告されました。最後に、いずれの討論も憲法に照らして重要な問題であり、安倍政権の
もとで憲法改悪が狙われているなかで、私たちの要求の前進と政治を変えることをしっかり結合して力をつくして
いくことを確認し総会を終えました。
＜横浜市社保協・佐藤長世事務局長より＞

藤沢市の「福祉切り捨て」を許さない！！ 藤沢市社保協総会
5 月 11 日、医療生協かながわ藤沢診療所にて、9 団体 22 名の参
加で、21 回目を迎えた藤沢市社保協総会を開催しました。
会長の大山正雄さんと県社保協の根本事務局長が挨拶し、第一部
のリレートークでは 8 団体より活動報告をいただきました。
第 2 部の総会では、2018 年度の国保・後期高齢者医療問題、介
護保険、子育て各分野の取組みについて報告。全国一斉宣伝行動で
は署名担当者の増員、各署名の目標の明確化と集約の系統的点検な
ど課題も出された一方、介護保険 第 7 期介護保険事業計画では、
行政（公助）の役割を明記させたことなど前進もみられました。
2019 年度運動方針では、これまでの交渉経過を踏まえ、藤沢市の 31 年度予算要望をもとに国保問題、後期高齢
者医療保険、介護保険問題などについて市との懇談を進めます。また、藤沢市は行財政改革 2020 の「財政改革」
に基づき「見直し検討事業 33 事業」を公表。国県補助を上回って実施している事業、または他市と比較し高い水
準の事業を見直すなど福祉切り捨てが行われます。関係団体にもよびかけ、
「見直し検討事業」についてシンポジ
ウムの開催を検討します。各分野、目標を明確にし、取組みと点検。学習会・集会等の積極的参加。他団体との連
帯、社保協幹事会への参加を強めることを確認し、総会を終えました。＜藤沢市社保協・中尾匡史事務局長より＞

安倍「成長戦略」に地域から対抗する！！ 茅ケ崎社保協総会
5 月 12 日、茅ヶ崎社保協第 18 回定期総会を茅ヶ崎民主商工会で
29 人が参加して開催しました。
安倍首相が 2018 年 10 月の経済財政諮問会議で、
「今後 3 年間で
社会保障制度改革を成し遂げる」と表明。
「改革工程表」の具体化や、
少子高齢化でも経済成長できる国づくりを成長戦略として、
“人生
100 年時代”を押し出し、
「生産性革命」
「全世代型社会保障」
「一億
総活躍社会」をうたい、国民を成長戦略に動員するかまえであり、
茅ケ崎市でも具体化の圧力が強まる。それに対抗する運動を地域か
らつくり上げていくことを確認しました。
討論では、役員の会議参加や会計問題への質問、茅ヶ崎社保協の規約を知りたいなどの意見もありましたが、19
年度役員を選出して終了しました。
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総会に先立ち、県社保協の根本事務局長が「消費税増税は、国民生活と日本経済を破壊する！」をテーマに講演
しました。
「消費税導入以来の増税で、日本は家計消費が落ち込み、経済成長できない国になっている」
。
「GDP を
構成する家計消費は、以前 60％あったが 55％に落ち込んでいる」
。
「家計消費回復のためには、賃上げと消費税の減
税、法人税の増税が必要」と強調しました。
「安倍首相は改憲が狙いで、10 月消費税増税を先送りしてでも衆参Ｗ
選挙に出る可能性がある」と話しました。
＜茅ケ崎社保協・斉藤和夫事務局長より＞

「10 月消費税 10％ストップ署名」172 筆も集約！！
10 月消費税 10%ストップ!ネットワークかながわは、5
月 23 日、伊勢佐木町商店街・有隣堂前で「10 月からの消
費税 10%中止を求める請願」の宣伝・署名行動にとりくみ
ました。今回の宣伝行動は、4 月に引き続いて 2 回目。消費
税廃止各界連と合同で行い、建設労連 13 人、保険医協会 8
人など、8 団体 32 人が参加。
保険医協会の開業医の先生方が、白衣を着て訴えると、
足を止めて署名をしてくれる人が切れ目なく続きました。
医療費の窓口負担ゼロの会のマスコット「ゼロくん」の着
ぐるみも登場し、小学生や中学生が次々と握手してきました。

10 月消費税 10％増税は止められる！！5.24 中央集会に 1500 人
5 月 24 日、「10 月消費税 10％ストップ！ネットワーク」
の主催で、「消費税 いま上げるべきではない中央集会」
が東京・日比谷野外音楽堂で開かれました。この集会には、
首都圏を中心に全国から 1500 人、神奈川から 150 人以上が
参加しました。集会は、呼びかけ人が次々と訴え、「今か
らでも消費税増税を中止することはできる。参院選で野党
の共通公約に盛り込んで、市民と野党の共闘で増税中止の
審判を下そう」と立憲民主党、国民民主党、日本共産党の
代表が連帯あいさつ。訴えました。「増税はまだ止められ
る。私たち一人ひとりの声で中止させよう」とアピールし、
銀座パレードを行ないました。

◆5 月 1 日 第 90 回神奈川県・横浜メーデーに 2000 人参加。全県 10 会場で行われ、4700 人参加。

◆5 月 3 日 5.3 憲法県民のつどいが開催され 700 人参加。東京有明・臨海防災公園の 5.3 憲法集会に 65000
人参加。
◆5 月 7～19 日 神奈川の国民平和行進にのべ 6500 人参加。
◆5 月 20 日 神奈川生存権裁判口頭弁論が横浜地裁で行われ、130 人を超えて参加。次回期日は 9 月 25 日。
◆5 月 20 日 県民連絡会第 45 回定期総会が行われ、33 人参加。
「県民の要求を実現する連絡会」への名称変更
を確認した。
◆5 月 22 日 神奈川国会行動が行われ、9 団体 79 人参加し、署名 8 種類 18,244 筆提出。地元国会議員 50 人に
要請した。
◆5 月 22 日 25 条・介護・75 歳署名提出行動が国会議院会館で行われ全国から 150 人参加。25 条署名 377,302
（当日 84,780）筆、介護署名 311,479（24,277）筆、75 歳 2 倍化反対署名 467,592（133,649）筆を提出。
神奈川は、75 歳 2 倍化反対署名 70,988（9,070）筆、25 条署名 77,472 筆（260 筆）提出。
◆5 月 28 日 安倍政権退陣！関内官庁街昼デモに 80 人参加。ＪＡＬの解雇争議キャラバンが合流
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