「桜を見る会」底なしの国政私物化！安倍政権退陣をめざそう!!
安倍首相主催の「桜を見る会」
、底なしの国政私物化の事実が次々と明るみに出ています。
「桜を見る会」は、政
府が功績・功労があった人を招待することになっていますが、安倍内閣になって参加者が:激増しています。参加者
が 1 万 8 千人まで激増した最大の理由は、招待者の推薦枠として自民党 6 千人、首相千人、副総理・官房長官・副
官房長官らで千人分もあり、私人として閣議決定した安倍昭恵氏枠まである。また、反社会勢力の出席やジャパン
ライフ会長を招待し、その推薦が首相枠であったことがほぼ確定的です。
今年 5 月、
「桜を見る会」問題を国会で取り上げるために、日本共産党の宮本徹議員が政府に資料要求をした当日
に、内閣府が「招待者名簿」をシュレッダーにかけて廃棄しました。
「森友」
「加計」問題と同根の安倍首相のウソ
への「忖度」
「隠ぺい」
「廃棄」という異常な事態です。安倍首相後援会の前夜祭に 850 人が参加して、ホテルニュ
ーオークラで 5 千円の会費で開催されたことの会計報告もありません。
野党は、安倍首相出席の衆参予算委員会の集中審議の開催と会計検査院の調査要求の議決、招待者名簿の電子デ
ータの復元と速やかな国会への提出を求めています。しかし、安倍内閣と与党はこの要求を一切拒否しています。
こんな首相、内閣はもう御免です。安倍政権の退陣をめざし、たたかい抜こうではありませんか。

「輝け高齢期かながわのつどい in 港北」480 人参加！！
11 月 26 日、横浜市の港北公会堂で第 14 回「輝け高齢期か
ながわのつどい in 港北」が、全県から 480 人が参加して開催
されました。
「高齢期のみなさん輝いていた！」
「充実してい
た！」などと元気な感想が多く寄せられました。
オープニングは、地元のジャズ演奏と梅村実行委員長の挨拶。立憲民
オープニングのジャズ演奏
主党と日本共産党の議員のあいさつ・メッセージに続いて、初めて、港
北区長の代理の高齢・障害支援課の中村課長があいさつしました。
記念講演は、NPO 法人医療制度研究会副理事長の本田宏先生の「医
療・福祉が切り捨てられていく～憲法が活きる国の処方せん～」
。運動
提起を含めて社会保障のあり方についてパワーポイントで分かり易い
お話で、だじゃれのオンパレード。楽しく学ぶことができました。
基調報告では、民医連の相楽実行委員会事務局長から、運動をめぐる情勢、高齢者の抱える年金問題、医療・介
護の制度改悪と高齢者の生活と運動の分析と問題点を整理し、高齢者のためのまちづくりの経過と課題をまとめま
した。高齢期運動の 6 分野からのリレートークは、港北社保協、年金者組合緑支部、新婦人、港北土建シニアの会、
よこはま健康友の会、そして横浜の敬老パスや県内の“高齢者の足”問題。それぞれの地域・分野で頑張っている様
子が豊かに交流されました。特別報告として、横浜の「カジノ誘致問題」について横浜連絡会の菅野事務局長から、
カジノ問題は、住民自治の民主主義と自治体財政のあり方、市民中心のまちづくりが問われる大問題として訴えら
れ、横浜市を中心とした大運動の必要性を共有しました。
午後の文化行事は、ウェスタンコーラス、日本舞踊、ファッションショー、オカリナ、フラダンス、ハーモニカ、
健康体操、腹話術、最後は松平さんのトランペットとみんなの合唱。幅広くて素晴らしい演奏・演技をみなさん楽
しみ、拍手喝さいでした。平行して、世代を超えた年金問題の学習会も行いました。
最後に、75 歳以上の医療費窓口負担 2 倍化反対など、今後の高齢期運動で取り組むべき課題。それぞれの団体・
地域で学習と運動を強めていくと同時に、年金・医療・介護問題などでの自治体・行政も含めた社会保障充実の運
動の展開。周りの高齢者に声を掛け、楽しい高齢者運動の輪を広げていく、アピールを確認しました。

笑いと感動に包まれた
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「全世代型社会保障改革」と国保の動向を探る！！
11.16 全県国保改善交流集会に 62 人参加
11 月 16 日に神奈川社保協が開催した「2019 全県国保改善交流集会」には、全県から 62 人が参加しました。こ
の集会は、安倍政権の「全世代型社会保障改革」の動向を探り、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を提起し議論しました。
国保の都道府県単位化がスタートして 2 年目。2019 年度の各市町村国保の保険料（税）が確定しました。県社
保協が行った調査では、保険料（税）が減額されたのが 9 市町、据え置きが 11 市町、引き上がったのが 13 市町村
となっています。今年、中井町は均等割について第 3 子から全額減免、横浜市が資格証に続いて短期証発行をゼロ
にするという前進が生まれる中で開催されました。

「全世代型社会保障改革」は、医療・介護給付費を抑えることがねらい
日本医療総合研究所研究委員の寺尾正之さんが「安倍政権の
全世代型社会保障改革と国保をめぐる動向」と題して講演。
安倍政権がすすめる全世代型社会保障改革は、
「不安定で安上
がりな労働力として活用するとともに、社会保障制度の支え手
を増やして、保険料や税金の収入を確保しながら、医療・介護
給付費を抑えることがねらい」
。①70 歳まで働き続け、年金受給
を繰り下げる高齢者を増やし、支える側に回ってもらう。②自
己責任で医療・介護・年金の民間保険や民間サービスの利用を
増やす。③「大きなリスクは共助、小さなリスクは自助」とい
う分担に見直す。④高齢者をはじめ全世代を対象に、医療・介
護の保険給付範囲を縮小して、自己負担に置き換えるという 4 つの観点で検討をすすめると指摘。
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、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ようと強調しました。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」が 86％と、大変好評でした。

公費の投入を増やしていく！国保保険料（税）の軽減を求める取り組みを！！
「神奈川県の市町村国保の状況と都道府県単位化の進展」を講演した神奈川県職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の維持、国保会計の繰越金をあてることや基金を財源として取り組
めることを紹介しました。

その後、県社保協の根本事務局長が、国保の被保険者は、高齢者、単身世帯、低所得の方が半数以上を占めるな
ど、この秋行った全県 33 市町村国保調査の概要を報告。
横浜市議の古谷さんが横浜市の短期証発行ゼロに向けた取り組み経過を報告し、厚木民商の梅津さんと相模原民
商の川辺さんから滞納問題での自治体交渉の経過など、多くの参加者から質疑と討論が行われました。
県社保協医療保険改善委員会の中屋重勝さんは、①国民健康保険制度の学習を広げよう、②各自治体国保特別会
計の現況と問題点をつかもう、③保険料引き下げの要求、こどもの「均等割」減免制度創設などをすすめよう、④
自治体の条例減免の制度拡充と減免申請をすすめよう、⑤滞納処分への対応をはかろう、⑥地域の運動としての共
有化を、⑦神奈川県と国への運動をすすめようとの 7 つの行動提起を行い、閉会しました。
参加者のアンケートでは、交流集会の内容は「良かった」が 92％を占め、大変好評でした。
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国保の加入者は、高齢者・単身世帯・低所得の方が半数以上を占める！！
今回の市町村国保調査で明らかになった最大の特徴は、全県の国保の加入者のうち、①60 歳以上が 50.1％を占
め、70 歳以上が 23％に及んでいること。②加入世帯では、単身者が 57.4％を占め、2 人世帯が 29.％と単身者・2
人世帯で 76.4％を占めること。③加入世帯所得では、100 万円以下が 49.7％とほぼ 5 割で、200 万円以下では
73.7％に達したことです。こうした構造問題を見れば、保険料軽減のために、さらなる国費の投入が必要です。
※交流会の資料や調査結果・概要は、神奈川県社保協のホームページ（https://kanagawa-shahokyou.jp/）に掲載
しています。ダウンロードできますので、ご覧いただければ幸いです。

病気の方には必ず短期証を発行するよう指導をしている！！
11 月 19 日、川崎市社保協は「川崎市予算への要望」と「回答」にも
とづき、31 人が参加して市と懇談しました。
小児医療費助成については、
「せめて中学卒業までに」
「所得制
限も撤廃して欲しい」とう要望に対し、
「出された意見はどれも
承知している。市長に伝えるが、直ちに拡充できるものではない。
総合計画で決定されているので次の計画の中でしか対応できな
い」と回答。
介護事業については、総合事業の状況、人材不足の対応、特養
の増設などの要望に対し、
「総合事業のサポーターの養成は増え
ていない」
「特養は 31 年末で 5131 床にする計画。3 年間で 590 床
つくる計画で順調だ」
「小規模多機能など在宅を支える機能の拡
充を図りたい」
「介護人材は、川崎でも有効求人倍率が 7～8 倍になっている。資格はあるが働いてない人のアプロ
ーチをし、外国人の方をサポートする施設もつくった」と回答。
国保については、法定外繰入の維持、短期証・資格証の発行基準、子どもの均等割をなくすなどの要望に対し、
「法定外繰り入れを減らす、なくすよう国から指導をされている。但し、保険料が上がることにならないように調
整している」
「病気の方には必ず短期証を発行するように指導をしている。資格書は 1 年以上連絡がない方に発行し
ている。資格書を発行しないと相談に来てくれない実態がある」
「子どもの均等割りをなくした場合、年 10 億円程
度かかる」と回答。昨年の懇談ではお金を支払わないと短期証を発行しないと回答したが、医療を受ける必要があ
る方には短期証を発行すると明言したことは大きな前進です。
後期高齢者の窓口負担 2 倍化について、川崎市として国に反対の要望を出してほしいという要望に対し、
「政令市
市長会議や広域連合で要望を出している」と回答。
「加齢性難聴の方に対する補聴器の補助を行ってほしい」
「無料
低額診療所の事業所の宣伝を行ったらどうか」などを要望し、終了しました。 ＜川崎市社保協懇談会報告より＞

川崎市社保協が市と懇談

国保の保険料の引き下げ、子どもの均等割減免を求める！！
11 月 18 日、茅ヶ崎社保協は「国保・介護・障害福祉等の要望」にも
とづき、9 人のメンバーで市担当課と 2 時間懇談しました。
国保では、
「高すぎる保険料の引き下げ」と「子どもの均等割減免」
の要望に対し、市は「国保制度改善強化全国大会」等を通じて国に要望を上げ、所得割 55％（全国 50％）
、均等割
25％（同 30％）
、平等割 20％（同 20％）として、均等割に配慮している。法定外繰入は計画的に減額し、保険者努
力支援制度で評価されている。2019 年度は 3 億 1 千万円を基金に充てた。保険料が上がるようであれば激変緩和す
る。短期証の発行は、年度末で 1500～1600 世帯、2514 人で圧倒的に単身世帯。
後期高齢者医療の窓口負担 1 割の継続の要望については、全国広域連合協議会を通じて要望を上げている。
「介
護・障碍福祉等の要望」では、消費税を財源に 10 月から介護職員の特定処遇改善加算に、事業からの申請してもら
っている。事業所ごとの配分については把握できていない。65 歳以上の介護保険適用の優先原則については、本人
の要望に配慮を求め、特養の増設や小児医療費助成要望では 18 歳までの拡充を求めました。
この懇談で、国保については国の負担増額を求めること、保険料引き下げのために積立基金や繰り越し剰余金が
活用できるなど、勉強になり引き続き運動を強めていきます。
＜茅ヶ崎社保協・斉藤和夫事務局長より＞

茅ケ崎社保協が市と懇談
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11.11「介護・認知症なんでも無料電話相談」
介護費用の増大と家族の関係性で苦しむ相談が相次ぐ！！
11 月 11 日、神奈川県の「介護・認知症なんでも電話相談」は 17 件の相談を受け、民医連からケアマネ・ソー
シャルワーカー6 人をはじめ 9 人の相談員で対応しました。昨年は 9 件の相談でしたが、今年は NHK が、午後か
らラジオ、インターネットでのお知らせ、15 時からテレビ放映したことで、昨年の倍の相談となりました。
相談内容は、年々深刻なものになっています。
「父 90 代認知症で、便も垂れ流し状態。母 80 代は脳梗塞で身体
動かず言葉も出ない。特養に入れたいが要介護 2 で入所できないと言われた。サ高住に入れるよう勧められたが金
銭的に難しい。両親とも家を離れたくないと言っている」
。
「夫を 1 人で介護、糖尿病で食事の面でも気を使ってい
る。特養に入所させるにも重度の認定がないと入れない。貯金を切り崩して介護しているため、私は歯医者にも行
けず、家もボロボロ。保険料を払い生活が大変。安倍首相は口ばかり」など、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す。
また、介護疲れとともに、介護者と家族の関係性の深刻さも露呈され、安倍政権のすすめる介護保険改悪の深刻
さが浮き彫りになっています。全国では、252 件の相談が寄せられました。

◆
◆
◆
◆
◆
◆

11 月 3 日
11 月 4 日
11 月 9 日
11 月 10 日
11 月 12 日
11 月 13 日

11.3 憲法集会が国会議事堂正門前で行われ、1 万人が参加。
神奈川自治体学校が開催され 130 人が参加。社保協として、敬老パス、コミュニティバスの分科会に参加。
民医連が介護ウェーブ学習会、横浜駅西口宣伝行動を行い、60 人参加した。
全国介護学習交流集会が 200 人参加で行われ、神奈川から 9 人参加した。
県民連県交渉（保健・医療・介護）を行い、21 人が参加した。
神奈川国会行動に 11 団体 70 人が参加し、地元国会議員に国民生活の改善、中小企業の社会保険料負担軽
減などを要請した。民医連が 424 公立・公的病院の再編問題で日本共産党の倉林議員と懇談。
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