本日、消費税 10％増税！！減税・廃止運動のスタートを！！
本日、安倍政権は、国民の強い反対と危惧の声を無視し
て、消費税率 10％に引き上げる大増税を強行しました。10
月消費税 10％ストップネットワークかながわは、横浜駅西
口で抗議の意思をこめて、宣伝行動を行ないました。シー
ル投票には、市民からの怒りの声が数多く寄せられました。
大増税の強行による国民のくらしと経済の破壊を許すわけ
はいきません。今日から、消費税の減税と廃止を求める新
たな運動をスタートさせましょう。
消費税の 31 年の歴史は、①「社会保障のため」でも、
「財
政危機打開のため」でもなく、大企業と富裕層の減税の「穴埋め」に使われました。10 月から、75 歳以上の医療保
険料軽減特例の廃止、生活保護費の連続削減第 2 弾の発動が行われました。この 31 年間で消費税収は 397 兆円で
すが、ほぼ同時期に法人 3 税の税収は 298 兆円減り、所得税・住民税の税収も 275 兆円減りました。②さらに消費
税は、貧困と格差の拡大に追い打ちをかけています。所得の少ない人ほど重くのしかかる逆進性、憲法 25 条に保障
された生存権を脅かす悪税です。③国民の暮らしと景気、中小企業の営業を壊し、日本を“経済成長できない国”に
してしまった大きな要因が消費税です。
消費税 10％ストップネットワークの運動は全国に広がり、短期間で 108 万筆を超える署名が国会に届けられまし
た。私たちは、
「憲法 9 条と憲法 25 条を守れ」を高くかかげ、①安倍政権の改憲発議を許さない、②10 月消費税
10％増税ストップ、③社会保障制度の連続的な改悪をやめさせる運動をすすめてきています。市民と野党の共闘を
いっそう前進させ、一刻も早く安倍政権を退陣に追い込む運動を大きくすすめようではありませんか。
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川崎市宮前区で社保協結成！！ 川崎市 7 行政区全てに確立！！
9 月 21 日、川崎市宮前区社会保障推進協議会の「結成のつどい」
を開催し「準備会」を終え、正式に結成されました。これにより、
川崎市 7 行政区のすべてに社保協が誕生しました。
「結成のつどい・総会」では、
「準備会からの経過報告」
「活動方
針・申し合わせ事項などの提案」
「宮前区社会保障推進協議会会則
（案）
」
「2019 年度役員（案）
」が提案され、質疑・応答が行われま
した。質疑応答では、
「年金をよくする国民的運動を広げていくた
め社会保障の運動をもっと市民に知らせていきたい」
「毎月第 2 金
曜日に鷺沼駅前で新日本婦人の会、9 条の会、革新懇で宣伝行動に取り組んでいる」
「高齢者の健康を守る取り組み
を強めていきたい」などの発言がありました。
代表世話人に、里口勤さん（年金者組合）
、高山富江さん（川崎医療生協）
、清水康子さん（新日本婦人の会）
、事
務局長に宮崎光男さん（川崎医療生協）など役員が選出されました。
川崎市社保協の昼間忠男氏（初代事務局長）が、以下のように挨拶しました。川崎市社保協は 1994 年に結成さ
れ、
「今年結成 25 周年」となりました。結成後、すぐ介護保険の改善を求めて対市交渉を行い、政令市で初めての
減免制度を実現させました。川崎市社保協の前身は「健康と医療を守る川崎市民協議会」
（1972 年~1995 年）で、市
内に「無医地区」がある時代に「休日夜間の診療所の設置を」
「2 歳未満の乳幼児の医療費は無料に」と活動したと
報告。宮前区社保協の結成は約半世紀に及ぶ川崎市の社会保障運動の歴史の中でも、その意味は大きい。全市にわ
たって住民の健康と命を守る砦ができたからです、と語り、川崎市社保協を代表しての期待の声を寄せました。
総会に先立ち、石田和子県会議員（共産党）が議会報告を行いました。①黒岩知事が横浜市の林市長がカジノ誘
致にもろ手を挙げて賛意を示す一方、高齢者の切実な要求になっている補聴器補助には「趣旨は分かるが他都市の
状況を見てから」と県民の要求には背を向けている。②県議会の運営が非民主的。形式的で少数派の意見が反映さ
れず、県民からの請願・陳情はその趣旨説明も、それに対する行政側の考えも示されないなど、川崎市議会では考
えられない事態となっている。県民の声が届く県政にするため、社保協の皆さんに期待していると述べました。石
川建二川崎市会議員（共産党）も参加し市議会報告をしました。補聴器への補助金。国民健康保険の「均等割り」
負担をなくせと要請しているなどが話され、国保料の取り立てが厳しく、
「所持金が 3 千円なのに 2 万 5 千円支払
わなければ短期保険証は発行できない」と言われた事例が報告されました。＜川崎市社保協ニュースより転載＞

後期高齢者医療・保険料の「不服審査請求」142 名分を提出!!
9 月 19 日、17 名が参加して、後期高齢者医療の保険料の「不服
審査請求書」142 名分を県の医療保険課に提出しました。
参加者を代表して杉沢年金者組合委員長が、
「今年 75 歳になり高
い保険料にはビックリした。年金組合は年金裁判でもたたかってお
り、保険料の引き下げの取り組みも重視している」とあいさつしま
した。そして、
「後期高齢者医療保険制度は高齢者いじめの制度だ」
「高すぎる保険料で生活が厳しくなっている」
「年金支給額は下げ
られ医療保険は別枠で利用料負担が増える後期高齢者医療制度は
即廃止してほしい」
「年金から引かれるものが多くなっている」
「高齢者になっても安心して暮らせる制度にしてほ
しい」と参加者全員が次々と発言しました。医療保険課の担当から「事務局なので返答はできないが、私の親も後
期高齢者となり他人事ではないと思っている」と話しがありました。最後に、相模原社保協の中屋さんから、
「高齢
者に負担を強いる制度はやめるべきだ。この制度の内容を地域に広く知らせながら運動を強めていく」との決意を
込めてあいさつしました。今回提出に間に合わなかったものと不備のものが 40 人分ほどあり、2 回目の提出を 10
月 11 日に行う予定です。
8 月下旬から、
「後期高齢者医療制度“怒り”の行動地域のつどい」を県内 15 カ所で開催し、準備してきました。
今後、①新たな「75 歳以上の医療費窓口負担 2 倍化反対の署名」の推進、②秋の国会、県議会、市町村議会、広域
連合議会への請願・陳情運動、議会への請願・陳情での会派・議員要請のときに「”怒り”のひとことカード」を
活用するなどの運動をすすめていきます。
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全国から 3800人参加で「第 33回日本高齢者大会in福島」開催！！
「みんなで築こう！憲法輝く原発ゼロの日本 長寿をともに喜び
あえる社会」のスローガンのもと、第 33 回日本高齢者大会が 9 月 25
～26 日に開催されました。原発事故以後 8 年半を経過した福島で開
催した大会には、全国から 2 日間のべ 3800 人、神奈川からは、年金
者組合と民医連を中心に 92 人が参加しました。
初日の全体会は、福島原発事故からの復興を題材にした合唱構成
「ふくしまに生きる」で開会し、原発事故被害者の国による全面救
済と原発ゼロ基本法の早期制定を求めるアピールを採択しました。
安倍政権がめざす「全世代型社会保障改革」 ではなく、憲法 9 条と 25 条を基本とした社会保障制度の確立、75
歳以上の医療費窓口原則 2 割化反対、福島の今をしつかり見て伝えること、日本高齢者憲章のバージョンアップを
すすめることを大会参加者のみんなで確認しました。
立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長の安斎育郎さんが記念講演。原発事故で原子炉に溶け落ちた核燃料
（デブリ）の現状もわからず、取り出し作業の先が見えないと指摘。セシウム 137 の放射能が 10 分の 1 に減るの
に 100 年かかり、帰宅困難区域の帰宅困難性があるとして、
「事態を侮らず、過度に恐れず、理性的に向き合お
う」と語りました。2 日目は、分科会・分科教室が開催されました。
2 日間を通じてすばらしい秋晴れに恵まれ、参加者の方の事故もなく安全に開催でき、大いに学び、交流できた
大会でした。来年の 34 回大会は、9 月 25～26 日に、長野県長野市で開催されます。2020 年は安倍政権がすすめ
る「全世代型社会型社会保障改革」との全面対決の年でもあります。11 月 26 日に開催する「かながわ高齢期のつ
どい in 港北」を成功させ、75 歳以上の医療費窓口負担 2 割化反対の取り組みを大いに広げていこうではありませ
んか。

「生き生き暮らせる社会へ」肢体障害者全国交流集会 in 神奈川
9 月 28～29 日、
「憲法を暮らしに生かそう！すべてのひとの基本
的人権の保障を！」をテーマに、第 20 回肢体障害者全国交流集会
が横浜市で開かれ、全国から 120 人が参加しました。交流集会実行
委員会と全国肢体障害者団体連絡協議会（全国肢障協）が主催し、
神奈川県や横浜市などが後援しました。
開会にあたり、まえだ豊実行委員長、三橋恒夫・全国肢障協会長
があいさつ。障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の中内福成
さんらが来賓あいさつしました。
2 年間の運動の成果として、65 歳で障害福祉制度から介護保険に
移行させられ必要なサービスが受けられなくなる「65 歳問題」の岡山地裁・高裁の勝利判決について口々に語ら
れました。勝利判決以降、大阪市や名古屋市では介護保険に移行せず、障害福祉制度を継続させている報告があり
ました。基調報告した渡辺全国肢障協事務局長は、福祉予算の低さや消費税増税、改憲を進める安倍政権を批判。
「特定の世代や分野を超えた全世代型社会保障の拡充が必要」と訴えました。全体会後は権利、医療・健康、雇
用、まちづくりなど、5 つの分科会で交流しました。
「65 歳問題」を交流する分科会では、障害福祉制度を継続さ
せた経験のほか、岡山地裁で勝利した浅田達雄さんが発言しました。
2 日目はシンポジウムを開催。パネラーが課題克服に向けたこれまでの運動成果を報告し、改善すべき方向につ
いて論議されました。
「障害基礎年金は生活できるレベルではない」
「法律には不条理な差別がまだある。正してい
きたい」
「介護保険優先原則を撤廃するとともに、人間の尊厳が守れない介護保険制度の根本的な見直しが必要」
との切実な訴えがありました。
この大会には、神奈川県内から 90 人のボランティアが参加し支援しました。きょうされん神奈川支部、横浜市
精神障害者家族連合会（浜家連）
、神奈川労連、東洋英和女学院大学の学生など多くの方が参加し奮闘しました。
障害者の困難を克服することは、健常者にとっても幸せになれること。基本的人権が保障される共生社会の実現に
向けて前進しあいましょう。
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＜講演①＞ 寺尾正之氏（日本医療総合研究所研究委員）
「安倍政権の全世代型社会保障改革と国保をめぐる動向」
＜講演②＞神田敏史氏（神奈川県職労連委員長）
「神奈川県の市町村国保の状況と都道府県単位化の進展」
☆ 神奈川県における市町村国保調査の概要報告
☆ 市町村国保の前進に向けた今後の取り組み提起
☆ 各地の取り組み報告な
安倍政権による「全世代型社会保障検討会議」が発足し、さらなる社会保障改悪がすすめられようとしてい
ます。そのねらいを明らかにし、国保の影響も把握して、改善運動をすすめる契機の交流会として位置付けて
います。この秋に取り組んだ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、
「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(月)10:00～17:00
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。

◆ 9 月 3 日、関内ホールで神奈川建設労連の秋の要求運動のスタートを切る総決起集会が開催され、850 人が参加。
◆ 9 月 4 日、消費税ネットワーク学習決起集会が開催され、斎藤貴男氏が講演。160 人が参加。
◆ 9 月 11 日、厚木市の過度な国保の滞納差押え問題で、副市長と懇談。厚木市内の 10 団体 13 人が参加。
◆ 9 月 12 日、消費税ネットワーク署名提出の国会院内集会が行われ、600 人が参加。署名 100 万筆を提出。
◆ 9 月 13 日、かながわ年金違憲訴訟口頭弁論が東京地裁で行われ、250 人が参加。
◆ 9 月 18 日、神奈川国会行動を行い、10 団体 70 人が参加し、地元国会議員に消費税中止の要請をした。
◆ 9 月 24 日、消費税ネットワークかながわ宣伝署名行動を伊勢佐木町有隣堂前で、シール投票も実施し、25 人が参加。
◆ 9 月 25 日、かながわ生存権裁判口頭弁論が横浜地裁で行われ、100 人を超える参加。
◆ 9 月 26 日、かながわマイナンバー違憲訴訟の判決が横浜地裁で下された。第 4 民事部の関口裁判長は、憲法 13 条のプ
ライバシー権の侵害するものではないという原告らの請求を棄却する不当判決を言いわたした。原告団と弁護団は「マ
イナンバー制度の廃止まで戦い続ける決意」との声明を出した。
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