７５歳以上医療２割負担化!! 政府の検討会議が中間報告
12 月 19 日、安倍首相が座長の「全世代型社会保障検討会議」が「中間報告」
中間報告のポイント
をまとめました。現在「原則 1 割」の 75 歳以上の高齢者の医療窓口負担に「2
割負担」を導入することや、70 歳まで働き続け、年金受給の繰り下げなど、高
齢者にさらなる負担増と不安定雇用を強いるものとなっています。
75 歳以上の高齢者医療の負担について「負担能力に応じたものへと改革して
いく」とし、
「一定所得以上」の人は「医療費の窓口負担割合を 2 割」とする。
「団塊の世代」が 75 歳以上になり始める 2022 年度までに実施できるよう法制
上の措置を講ずるとしています。
医療では、紹介状なしで大病院（400 床以上）を受診する場合に定額負担（初
診で 5000 円以上、再診で 2500 以上）の現行制度を、患者負担の増額と対象病
院の拡大（200 床以上）すること。また、希望者が 70 歳まで働けるよう就業機
会の確保を企業の努力義務とすることや、公的年金の支給開始年齢を 75 歳ま
で引き上げる選択制の導入などが盛りこまれました。一方で、介護サービスの
利用者の 2 割負担の対象者拡大や、
ケアプラン作成の有料化などは盛り込まれませんでしたが予断を許されません。
「全世代型社会保障検討会議」は、政府と財界・大企業のトップ、政府の審議会の座長で構成され、6 月に最終
報告を予定しています。
「将来世代や現役世代につけをまわさないよう『給付と負担の見直し』は、年金、医療、介
護でさらなる検討が必要だ」と世代間の対立をあおりながら、さらに高齢者に負担を求める発言がされています。
1 月 20 日に開催されると予測されている通常国会には、年金法と介護保険法の改正案が出される予定で、診療報
酬の改定も行われます。社会保障のこれ以上の改悪は許さない、75 歳以上の高齢者の医療費窓口 2 割負担化反対の
運動を大きくすすめようではありませんか。
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「カジノはいらない！」 市民集会に 2000 人の声響く！！
「カジノはいらない！」
「林市長は勝手に決めないで！」12 月 22 日、
山下公園で開催された市民集会は、冷たい雨の中、2000 人が参加。候
補地である山下ふ頭を目の前に、カジノ誘致は許さない！と決意を固
めあいました。
11 月 6 日に結成された「カジノの是非を決める横浜市民の会」への
賛同は、22 団体に広がり、カジノの是非を問う住民投票を求める署名
の受任者（サポーター）は 2 万人に迫る数まで増えたことが紹介され
ました。
「市民の会」の岡田尚弁護士は、受任者が 5 万人になり次第、
2020 年 5 月 1 日までには署名を始めたいと述べ「主権者として一致団結し、たたかおう」と呼びかけました。
慶応大学名誉教授の小林節氏は「ばくちで金を巻き上げるカジノは、経済的に何も生まない」
、元経産官僚の古賀
茂明氏は「市民の魂をカジノ事業者に売り渡す、こんな政治にはノーを」と訴えました。立憲民主党、日本共産党、
社民党、緑の党、新社会党が参加し、カジノ誘致反対で連帯し、たたかい抜く決意を表明しました。
おりしも、12 月 25 日に、カジノ誘致をめぐる収賄容疑でカジノを中核とする統合型リゾート（ＩＲ）担当の内
閣府副大臣だった秋元司衆院議員（自民党＝同日離党）が逮捕されました。この問題は、カジノ利権の闇の深さを
示すものであり、推進してきた安倍政権・菅官房長官の責任問題でもあります。
市民の反対が強い中で、横浜市は、広報特別号やＩＲの区域整備方針の作成・発表や事業者の選定などをすすめ
るとしています。会の各区組織は、ほぼ 18 区全てで結成されており、街頭での宣伝行動などを活発化し、早く 5 万
人の受任者登録を実現して、署名を開始できる態勢をつくり上げようではありませんか。

県に、公立・公的病院の「再編・統合」国への抗議要請！！
12 月 24 日、神奈川県に対し、
「厚生労働省による『地域医療構想』推進
のための公立・公的病院の「再編・統合」に抗議し、地域医療の拡充を求
める要請」を行いました。要請書は、神奈川労連、県段階の医労連・自治
労連・国公労連・全医労の各組合と県社保協の 6 手団体の連名です。
9 月 26 日、厚労省は、全国の公立・公的病院 424 病院をリストアップ
し、
「再編統合について特に議論が必要」とする分析結果とともに対象と
要請書を手渡す医労連柏木書記長(右)
なる病院名を公表しました。これは、2017 年度の報告データをもとに、
①診療実績が少ない、②他の医療機関と競合しているなどの分析を行い、
名指しされた県内 10 病院
2020 年までに統廃合・再編・ベッド縮小などの計画を具体化することを求
⚫ 横浜地域⇒済生会神奈川県病院、
めています。このリストには県内 10 の病院が含まれています。
済生会若草病院
要請書では、①神奈川県知事として、厚生労働省に対し県内 10 病院を含 ⚫ 川崎南部地域⇒川崎市立井田病院
⚫ 相模原地域⇒相模原赤十字病院、
む 424 病院のリストと「再検証」の白紙撒回を求めること。②地域医療を
東芝林間病院
守るため、県内 10 病院を含むすべての県内医療機関の存続およびいっそう ⚫ 横須賀・三浦地域⇒三浦市立病
の充実と、医師・看護師などの確保をすすめ、地域住民が医療を受ける権
院、横須賀市立市民病院
⚫
湘南西部地域⇒済生会湘南平塚病
利を保障する施策を強めること。③「いつでも・どこでも・だれでも」
、必
院、秦野赤十字病院、国立病院機
要な医療が受けられる提供体制を整備すること。また、その実現のために
構神奈川病院
国に対して財政措置をはじめとした支援を求めました。
神奈川県は、10 月 18 日に「公立・公的医療機関等に対する具体的対応方針の再検証の要請について」を発表
し、①県民のいのちを守るために適切な医療を提供していくことが何よりも大切。②現場感覚を踏まえると、いず
れも地域に必要な医療機関との認識。③当該医療機関が今後も必要な機能を担うとともに、県民が不安にならない
よう、当事者である医療機関をはじめ、まずは地域の医療機関等と話し合いながら、地域全体との望ましい医療の
あり方について、しっかり検討していくとし、6 団体の要望にそった考え方を示しています。
同日 6 団体は、神奈川県議会に国に対して意見書を出すことの陳情書を提出しました。神奈川県議会は、3 月 18
日の厚生常任委員会で請願・陳情について審議する日程となっています。そこに向けて、団体署名などの取り組み
をすすめることを検討しています。
－2/4－

「物価偽装」による生活保護費削減は許されない！！
12 月 18 日、神奈川生存権裁判第 15 回口頭
弁論が開かれ、裁判終了後、
「提訴 4 周年記念
集会」を、120 余人参加で行いました。
裁判では、井上啓弁護団長が、2013 年度からの生活保護費引き
下げのさい、厚労省が社会保障審議会の「検証結果」にもとづく
数値を半分しか反映させずに支給額を決定していたこと。
増額分
も半分にしたため、
「保護費全体の削減が本当の狙い」と指摘し
ました。母子家庭で子ども 2 人を育て上げた原告が、
「生活保護
費の削減は生きていくことが困難になる」と意見陳述しました。
原告団による構成劇
裁判後の提訴 4 周年記念集会では、白井康彦さん（元中日新聞
記者）が、名古屋地裁で証人として証言したことをもとに、
「物
価偽装を糾す」という講演。厚労省は、2013 年から生活保護費を引き下げたが、その根拠に 2008 年～2011 年の消
費者物価指数（CPI）を活用。消費者物価指数を担当する総務省は、
「ラスパイレス方式」で計算（5 年ごとに算出）
。
この方式だと 2008 年の数値は 2005 年の支出割合をもとに算出するのに、厚労省は 2008 年の数値に 2010 年の支出
割合を適用した（パーシェ方式）
。なぜならば、テレビとパソコンの影響が大きいから。とくにテレビは、地デジ化
を翌年に控え、2010 年には価格を低下させて販売台数が例年の 5～6 倍に膨らんだ。その支出割合を 2008 年に適用
し比較したために、物価が 4.78％下落と算出した。
「ラスパイレス方式」で計算すると、下落率は 2.35％にとどまる。
生活保護世帯がほぼ購入しないテレビやパソコンの下落率は大きく、下落の半分を構成する。異なった方式の採用
は、生活保護費の削減が目的であることは明白。このように、政府・厚労省の「物価偽装」を明らかにしました。
集会は、原告団による構成劇「人間らしく生きるパートⅢ」の熱演。支援する会の訴えで終了しました。また、
4 月にも判決が出される愛知の裁判への署名を広げることが提起されました。

神奈川生存権裁判・提訴 4 周年記念集会

県議会が不採択!！ 小児の医療費助成の拡充を求める請願
12 月 13 日、神奈川県議会厚生常任委員会は、県の小児医療費助成の中学卒までの
拡充を求めた請願を、なんらの審議もなしに不採択としました。
秋から取り組んだ署名は、5 万 3528 筆を集約し、県議会に届けましたが、紹介議
員は日本共産党のみでした。委員会で、口頭陳述した中田沙佑里さん（保険医協会）
は、これほど多くの方が賛同したのは「住んでいる市町村によって、子どもの受ける
医療費に格差があってはいけない」という強い思いが結集したためと述べました。全
国の 9 割の市町村は中学卒まで無料。中学卒までを対象とした場合の必要な県費は
31 億円、県予算の一般会計の 0.2％程度で可能なことも指摘してきました。
残念な結果となりましたが、市町村からも県の支援が要望されており、さらなる運
動を広げていきましょう。

◆ 12 月 4 日 中央社保協が社会保障拡充運動交流会を開催。芝
田英昭さん（立教大学教授）が、
「全世代型社会保障改革が目指
す社会保障の方向と対抗軸」を講演し、各団体から報告した。
◆ 12 月 6 日 年金違憲訴訟口頭弁論が東京地裁で行われ、250
人が参加した。
◆ 12 月 17 日 消費税廃止各界連総会を開催。浦野広明さん（立正
大学教授・税理士）が、
「共同を広げ、消費税 10％、複数税率
ストップを」を講演し、討論した。
◆ 12 月 19 日 県民連の重点要求提出行動が行われ、県社保協は
小児医療費助成の拡充を提出した。
◆ 12 月 22 日 国保滞納・差押え東日本学習交流集会が開催され、
県職労連の神田敏史さんが講演、横浜市社保協の佐藤長世さん
が報告した。神奈川から 10 人参加。
◆ 12 月 24 日 消費税廃止各界連が伊勢佐木町で宣伝行動。４団
体 14 人が参加し、5％への署名 88 筆を集約。
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１８歳以下の均等割免除!!
大井町の国保税
大井町は 12 月議会で、2020 年度から、18 歳以下

の子どもを対象に国民健康保険税の均等割を全額減
免することを決めました。子育て世帯の負担軽減に
向け、基金を取り崩してあてます。全額減免は県内
では中井町が第 3 子以降で導入していますが、すべ
ての子どもを対象にするのは初めて。
減免対象者は195世帯の計334人で減免額は約658
万円。所得割も県の標準保険税率に近づける形で
25％程度下げる計画で、総額約 7886 万円の減額。1
人当たりの国保税額は約7 万2 千円に引き下げられ、
県内最低となる見込みです。

介護の社会化を謳いスタートした介護保険制度が 20 年の節目を迎えようとしています。高齢化がすすむなか、
社会保障制度としての介護保険制度の役割とその充実がますます求められる状況にあります。通常国会には、介護
分野について、ケアプラン作成の有料化、要介護 1、2 の生活援助サービス等を介護保険給付から外すことなどが
出されようとしています。
介護のつどい実行委員会が開催する「介護保険のいまと未来を考えるつどい」は、利用者・家族のおかれている
現状と要求をしっかりと共有したうえで、第 8 期の介護事業も展望し、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、介護制度について考え経験を交流し合う場として開催します。
つきましては、宣伝を広げていただき、多数のみなさまのご参加をお願いします。
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