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神奈川県社保協 2022年度総会 ＜日程案＞ 

13：00 受付開始 

13：30 ＜第Ⅰ部＞学習講演 

開会あいさつ  （二村哲・代表委員） 

司会あいさつ  （星めぐみ・幹事）（重田裕美・幹事） 

「『全世代型低社会保障』の道を阻止する」 

～参議院選挙で社会保障破壊の政治にストップ～ 

唐鎌 直義 さん（佐久大学人間福祉学部特任教授） 

15：00  休憩 

15：15 ＜第Ⅱ部＞ 2022年度総会 

議長団選出・あいさつ 

○議長推薦（星めぐみ・幹事）（重田裕美・幹事） 

15：20 議案提案（根本隆・事務局長） 

2021年度活動報告・2022年度活動方針案 

2021年度決算報告・2022年度予算案 

2022年度新役員と退任役員の紹介 

15：40 2021年度会計監査報告（平丸寿博・会計監査） 

15：45 討論  

16：20 討論のまとめ（根本隆・事務局長） 

退任役員あいさつ 

採択／議長解任 

16：25 閉会あいさつ（村田泰子代表委員） 

16：30 閉会予定 
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神奈川県社保協 2022年度総会議案  

Ⅰ．2022年度の活動の基調 
～「人権としての社会保障確立」を展望した運動をすすめる～ 

2月24日開始のロシアによるウクライナ侵攻は、ウクライナの主権と領土を侵し、国連憲章と国

際法を踏みにじる暴挙であり、許すことはできません。すでに3カ月以上が経過しましたが、いま

だ収束が見通せず深刻化しています。世界各地で、「ロシアは侵略をやめろ」「ウクライナから撤退

しろ」の声があがっています。「ロシアはただちにウクライナから撤退しろ」の声を広げましょう。 

ロシアのウクライナ侵略の状況から、首相経験者や日本維新の会の代表者などから、「日米同盟強

化、軍事力強化や核兵器保有の必要性」が声高に述べられています。岸田首相は、バイデン大統領

との会談で、「日本の防衛力を抜本的に強化する」、「その裏付けとなる防衛費の相当な増強を確保」

すると約束し、「力に対して力で対抗する」と宣言してしまいました。唯一の戦争被爆国・平和憲法

を持つ政府として、憲法9条の意義を世界に発信すること、平和外交による解決を促進することが

求められているのではないでしょうか。 

新型コロナウイルスの感染が発生して2年半が経過しました。新型コロナウイルス感染の広がり

は、私たちのくらし、日本の経済活動を翻弄し、この国の医療や社会保障制度の脆弱性を露呈させ

ました。医療や公衆衛生をはじめ社会保障制度に深刻な影響を与えるとともに、国民・労働者のく

らしと地域経済を担う中小零細企業の経営は危機的な状況にさらされ続けています。 

ロシアのウクライナ侵略は、世界平和に対する脅威とともに、世界経済に大きな打撃を与えはじ

めています。新型コロナウイルスの感染の広がりの継続も、消費税を8％から10％への増税で弱体

化していた日本経済に追い打ちをかけていると言えます。新型コロナウイルス感染が世界中に広が

るもとで、85の国と地域で日本の消費税に当たる付加価値税の減税が実施されています。消費税を

5％に減税、来年10月実施予定のインボイス制度は中止の声を広げていこうではありませんか。 

政府は、菅政権から岸田政権に移行しました。岸田内閣は「新しい資本主義」を掲げ、「成長と分

配の好循環」をめざすとしています。5月25日、財政制度審議会が建議を取りまとめました。建議

は、消費税率のさらなる引き上げを明記し、社会保障制度は、「我が国の財政悪化の最大要因」と敵

視し、「受益（給付）と負担の対応関係が本来明確な社会保険方式を採りながら……公費負担に相当

程度依存している」と、各分野での給付の削減と負担増を打ち出しています。安倍・菅政権を引き

継ぎ、「全世代型社会保障構築」と称して、社会保障制度の公的責任の縮小、自助・互助型への変質

をすすめようとしています。この建議の内容は、6月に閣議決定する骨太方針に反映されます。 

2021年度は、学習することで要求の正当性に確信を持つこと、それを力にして共同が広がり、要

求や運動の前進につながることを学びました。 

「神奈川県社保協2022年度総会」は、「全世代型社会保障構築」の対抗軸としての「人権として

の社会保障」の確立をめざす国民的運動への確信と展望をつかむ場にします。間近に迫る参議院選

挙で、国民のいのちを守るための医療・社会保障の拡充をめざし、市民と野党の共同の前進への決

意を固めあう場にします。 
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１．「人権としての社会保障」めざす「学習運動」をすすめる 

岸田政権の「全世代型社会保障構築」に対抗する、「人権としての社会保障」の確立をめざす学

習運動を地域で広げていきます。2022年度総会での学習講演として、唐鎌直義（佐久大学人間福

祉学部特任教授）さんに、「『全世代型低社会保障』の道を阻止する」～参議院選挙で社会保障破壊

の政治にストップ～を語っていただきます。 

秋に、「介護保険のいまと未来を考えるつどい」が開催できるよう、介護のつどい実行委員会・

介護保険改善委員会で検討・準備します。 

9月か10月頃に、消費税ネットで、「消費税は社会保障のためって本当？」の学習会第2弾を開

催します。 

11月 19日（土）全県国保改善交流集会を開催する予定として、医療保険改善委員会で準備をす

すめます。 

75歳以上の医療費2割化中止の運動は9月末まで継続し、その後の運動をどうすすめていくの

か医療保険改善委員会で検討します。 

「2022かながわ社会保障学校」を、来年2月に開催予定とし、統一地方選挙での自治体要求の

実現と連動した運動の前進を位置付けたものにします。 

9月17～18日の中央社会保障学校 inちば、11月 23～24日の日本高齢者大会への参加をすすめ

ます。 

地域での国保・介護・後期高齢者医療など、各分野の学習を開催していきます。 

２．「市町村」・「県」との交渉・懇談、「国」への署名運動をすすめる 

社会保障の改善を求める要求実現のたたかいは、政策を実行する神奈川県や市町村との交渉・懇

談のたたかい、国の制度・政策を変える署名などのたたかいに峻別されます。それぞれに対して効

果的なたたかいが組めるよう力を集中することが必要です。とくに、地域で国保・介護などの社会

保障要求をまとめて、各市町村や神奈川県との交渉・懇談を重視します。 

6 月中に岸田政権の「骨太方針」が閣議決定され、医療・介護の改悪の具体化がすすめられはじ

めます。岸田政権の「全世代型社会保障構築」に対して、国民の「人権としての社会保障制度」、「国

民の生存権の確立」を高くかかげた運動をすすめます。 

新型コロナウイルスの感染予防対策と医療・介護・福祉職場の損失補填などの支援対策の強化を

国と自治体に求めます。国民のいのちを守るための医療と社会保障の拡充、雇用と営業を守るため

の経済対策の拡充を求める運動をすすめます。 

参議院選挙では、憲法改悪、軍事力強化に走り、国民のくらし破壊をすすめる岸田政権にNOを

突きつけましょう。「医療・介護・福祉の改悪やめろ」、「75歳以上の医療費窓口負担 2倍化中止」、

「消費税をただちに5％に戻せ」の要求を広げ、野党の前進に全力を尽くします。 

来春、一斉地方選挙がたたかわれます。市町村国保、後期高齢者医療制度、介護保険制度の改善

などを中心に据えて、自治体と連携した地域からの運動をすすめます。 

３．「共感」と「共同」を広げることが要求や運動の前進につながる 

2021年度の取り組みでは、共同の広がりが要求や運動の前進につながることを学びました。75歳

以上の医療費窓口負担2割化の中止を求める共同、介護保険の改善を求める共同、消費税を含めた

税のあり方を考えるネットワーク（消費税ネット）の共同、横浜市の障害者移動支援事業の改善実

現の取り組みなどでの共同の広がりが要求と運動の前進に結実しています。 
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「人権としての社会保障」を求める運動は、広範な国民・市民の「共感」と「共同」なくして前

進はあり得ません。2022 年度は、要求の正当性に確信を持って、思いっきり「共同」を広げます。 

４．地域の社会保障運動の砦、「地域社保協」の「強化・拡大」をすすめる 

私たちの運動は、思いっきり「共同」を広げるとともに、当事者を含めて「主体的な力」をつけ

ていく、この両面の追求が欠かせないことも学んできました。「主体的な力」のカギは、地域社保協

の運動的・組織的前進、強化・拡大であり、2022年度は、最重点の課題として取り組みをすすめま

す。この間、取り組むことができなかった地域社保協の交流会を開催できるようにします。 

 

Ⅱ．2022年度の重点的な取り組み 
１．「人権としての社会保障確立」に向けた学習運動を広げる 

① 県社保協2022年度総会での学習講演として、唐鎌直義（佐久大学人間福祉学部特任教授）さん

に、「『全世代型低社会保障』の道を阻止する」～参議院選挙で社会保障破壊の政治にストップ

～を語っていただきます。今後の社保協運動の基調となる講演と位置付けます。 

② 岸田政権の「全世代型社会保障構築」に対抗する、「人権としての社会保障」の確立に向けた学習

運動を地域で広げていきます。「2022かながわ社会保障学校」を、来年2月に開催し、「人権とし

ての社会保障」の確立に向けた運動の前進を位置付けたものにします。各分野の取り組みの前進

を図る場として、企画内容の相談を開始します。 

③ 地域で、国保・介護・後期高齢者医療などの各分野の学習を含めて広げていきます。 

２．新型コロナの感染防止、くらしと営業への支援対策の強化を求める 

① 国と自治体に対して、新型コロナウイルスの感染予防対策と社会的な検査体制の徹底、医療・介

護・福祉分野への支援対策強化を求めていきます。 

② 全国的な運動と連携して、公立・公的病院の再編統合の動きをストップするよう国に求めます。 

③ 失業者の増大、倒産・廃業等の増大の危険性が強まるもとで、雇用と営業を守る対策を、国・県・

市町村に求めていきます。 

３． 75歳以上医療費2倍化中止、後期高齢者医療などの改善運動をすすめる 

① 10月からの 75歳以上の医療費窓口負担2倍化の実施阻止をめざす取り組みをすすめます。 

② 75歳以上の医療費窓口負担 2倍化の実施阻止、保険料を引き上げるなという2つの運動を結合し

てすすめる視点から、10月以降の取り組みについて、医療保険改善委員会で方向性と具体化を検

討します。 

③ 年金者組合、各地域社保協が取り組み始めた補聴器の助成運動を、健康と認知症対策という視点

での学習運動を含めて全県的な取り組みにしていきます。 

④ 高齢者の交通権の確保という視点から、全県的な公共交通機関やコミュニティバスなどの運行実
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態を把握するなどし、全県的な運動を模索します。 

⑤ 年金者組合が中心になってすすめている年金・雇用署名を広げるなど、年金制度の改善の取り組

みをすすめます。 

４．国保の「払える保険料」の実現に向けた取り組みをすすめる 

① 国保の保険料の減額を求めて、国庫負担の増額を求める運動を全国と連携してすすめます。 

② 医療保険改善委員会を中心に、神奈川県に改善を迫る要求をまとめ、県の医療保険課と継続的な

懇談、県民連交渉などで改善を迫ります。県の国保運営協議会の傍聴行動をすすめます。 

③ 市町村に対する取り組みでは、法定外繰入と基金を活用した保険料の軽減を求めていきます。と

くに、均等割の廃止・縮小、子どもの均等割の廃止・縮小を求めていきます。秋に、地域社保協

を軸に、全県で市町村懇談・要請を計画化し推進します。 

④ 市町村に対して、国保保険証は命を守る最後の砦という重要な役割を認識し、資格証・短期証の

発行はやめること。滞納に対して、過度な差押えが発生しないよう働きかけていきます。 

⑤ 9月に 2022年度の国保の市町村総合調査を行ない、来年 4月改定の各市町村の 2023年度保険料

（税）率の改定調査を実施します。 

⑥ 11月 19日（土）予定で、全県国保改善交流集会を開催し、全県的な運動提起ができるよう準備

します。 

５．介護保険の改善を求めて、県と市町村と連携した取り組みをすすめる 

① 新たな介護署名に全力をあげます。介護保険制度の改善、安定した介護事業の継続、労働者の処

遇改善と人材確保を、国の責任での実施を求める運動を広げます。 

② 「中央社保協『介護保険制度の抜本改革提言(案)』」を土台に、介護保険制度、地域支援総合事業

などをテーマにした学習会を開催します。秋に開催が具体化できるよう介護保険改善委員会、介

護のつどい実行委員会で検討します。 

③ 処遇改善施策は、10月から介護報酬改定での特別加算方式に移行します。利用料に跳ね返る介護

報酬改定はやめ、国の責任で処遇改善を求める運動をすすめます。4～5月に行った処遇改善アン

ケートをもとに、香料回答を企画していきます。 

④ 介護保険改善委員会と地域社保協が連携し、介護保険制度の改善をめざして、市町村の事業計画

ともかみ合わせながら自治体要請・懇談をすすめます。 

⑤ 介護利用者団体や事業者団体、労働組合などさまざまな団体への要請や懇談をすすめます。 

６．子どもと重度障害者の医療費助成の拡充をめざす運動の前進など 

① 子ども医療費助成と重度障害者医療費助成制度の改善に向け、神奈川県への要請と懇談をすすめ

ます。11月に行う県民連の交渉で重点要求にします。 

② 県・市町村の障害者支援事業の改善の取り組みをすすめます。横浜市の障害者移動支援事業の改

善の取り組みを、全県的に広げます。 
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７．消費税減税、国民生活改善の運動をすすめる 

① 消費税の5％への減税を求める署名運動に取り組みます。消費税廃止各界連の運動に結集しつつ、

「消費税ネットワークかながわ」での幅広い運動に参加していきます。 

② 労働組合と連携して、最低賃金時間額1500円以上、非正規雇用労働者の正社員化、介護や保育、

福祉職場で働く労働者の大幅賃上げの実現を求める運動をすすめます。 

③ 年金者組合などと連携して、マクロ経済スライドをやめて「減らない年金」の実現、「底上げ」を

求める運動をすすめます。年金違憲訴訟裁判の支援に取り組みます。 

④ 生健会などと連携して、生活保護制度の充実、自治体行政の改善をめざします。生活保護費の支

給水準を回復する運動をすすめます。神奈川生存権裁判の支援に取り組みます。 

⑤ マイナンバー違憲訴訟、安保法制違憲訴訟の勝利判決を求めて取り組みます。JAL解雇争議など

の労働裁判・争議への支援に取り組みます。 

⑥ 中学校給食の全県実施、認可保育所の増設で待機児童を解消する運動をすすめます。 

８．憲法 9条を守り生かし、平和で安全な日本をめざす運動に力を注ぐ 

① ロシアのウクライナへの侵略からの撤退を求める運動を広げます。 

② 国会での改憲発議を許さず、防衛費2倍化の危険な動きを止めるための「共同」の前進に力を尽

くし、地域からの要求にもとづく運動を推進します。 

③ 沖縄県民の米軍新基地建設を許さないたたかいに連帯し、在日米軍基地の整理・縮小の運動、原

発ゼロを求める運動、福島原発被災者支援、東日本大震災などの被災者支援の運動をすすめます。 

９．地域の共同運動の母体である地域社保協の運動と組織強化をめざす 

① 「人権としての社会保障制度」を求めて、地域社保協の強化・確立を最重点課題とします。 

② 国保・介護・後期高齢者医療の改善などをめざして、秋に全県の自治体懇談・要請行動を行いま

す。地域社保協を軸に計画化し、地域社保協がない地域は、県社保協と地域の主要な団体で相談

し、具体化をはかります。11月に実施する県民連絡会の県交渉に向けた要求づくりをすすめ、県

の姿勢の改善めざして交渉します。 

③ 県社保協として、地域社保協の強化・拡大委員会を立ち上げ、県段階での交流会を開催します。

空白地域の社保協確立をめざして、地域の関係団体との相談を開始します。 

④ 地域社保協の活動支援、財政支援を引き続きすすめます。 

⑤ 県社保協の人的体制と財政について、中期計画的な検討をはかります。検討するための委員会の

設置などについて、常幹・幹事会で決定します。 
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Ⅲ．2021年度の取り組みの前進面と教訓 
神奈川県社保協の2021年度の活動は、以下を「活動の基調」としてすすめました。 

① 「人権としての社会保障制度」の確立をめざす学習運動を広げる 

② 新型コロナの感染の広がりを止め、いのちと雇用、営業を守る対策を求めよう 

③ 自治体と連携して「人権としての社会保障制度」を求める運動をすすめよう 

④ 総選挙で、「市民と野党の共闘」の前進に力を尽くし、新たな政権をつくろう 

⑤ 地域の社会保障運動の砦、地域社保協の強化・拡大をすすめよう 

新型コロナウイルスの感染拡大は、私たち社保協の運営・運動を制約し、著しい困難をもたらし

ました。そうした中でも、オンラインでの会議や学習会の開催などを工夫しての運営をすすめまし

た。社会保障への攻撃が強まるもとで、私たちの2021年度の活動は、コロナ禍という制約を受けな

がらもさまざまな取り組みを推進しました。一年間の取り組みをとおして、以下の点が前進面、教

訓として浮かび上がっています。 

一つは、国保、介護、後期高齢者医療などの社会保障の課題や消費税にについて、オンラインで

の視聴も活用して学習会を持つことができました。地域段階でも国保、介護、後期高齢者医療など

の課題について、学習を含めた集まりを持つことができました。 

二つ目には、街頭での宣伝行動は制約されましたが、組織的な取り組みを強め、多くの署名を集

めることができました。とくに「75歳以上の医療費窓口負担2割化の中止を求める請願署名」を最

重点に位置づけ、14人の国会議員に紹介議員になっていただき、参議院での中止法案の提出という

動きにつながっています。 

三つ目には、共同の広がりが要求と運動の前進に結びついているということです。最大のエポッ

クは、8 月にたたかわれた横浜市長選です。カジノ反対の取り組みをとおして共同が広がり、それ

が力となって新市長が誕生しました。県社保協の運動では、学習と宣伝活動、署名を広げるなどの

活動をとおして、共同が前進しました。75歳以上の医療費窓口負担2割化の中止を求める請願署名

では、公団自治協が約 6000 筆の署名を集約しました。14人の国会議員に紹介議員になっていただ

き、参議院での中止法案の提出という動きにつながっています。国保の改善に向けた取り組みでは、

神奈川県と全市町村に協力いただき、調査表が完成できています。介護保険の改善を求める運動で

は、学習会や調査活動に数多くの介護事業者の皆さんに協力していただきました。消費税を含めた

税のあり方を考えるネットワーク（消費税ネット）には、神奈川県生協連がメンバーとなり、取り

組みへの参加が広がっています。横浜市の障害者移動支援事業の改善実現の取り組みは、神奈川肢

障協と障神奈連だけでなく、浜身連、横浜市精連が参加し、横浜市や横浜市議との懇談をすすめる

ことができました。 

１．オンラインでの視聴を活用し、学習活動を広げた 

オンラインでの視聴を活用して、さまざまな分野での学習会を開催しました。2021年度総会では、

社会保障運動の最大の対決軸である、「全世代型社会保障改革」、「自己責任論」に対して「人権とし

ての社会保障制度」を据えた学習会としました。介護のつどい実行委員会では、2 回の学習会を開

催しました。国保、後期高齢者医療などの課題について、学習を含めた集まりを持つことができま

した。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用などの合間を縫って、機敏な開催できました。 
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月 日 名 称 講演者 参加人数等 

6月19日 2021年度総会 
長友薫輝氏 

（三重短期大学教授） 

24団体 31人、オンライ

ン参加15カ所 

7月31日 
75歳 2倍化を中止さ

せるスタート集会 

寺尾正之氏 

（日本医療総合研究所委員） 

会場26人、オンライン参

加 22ケ所 

8月28～29日 中央社会保障学校 
石川康弘氏 

（神戸女学院大学教授）他 

オンライン視聴13カ所・

約 30人超 

9月4日 
介護保険のいまと未

来を考えるつどい 

松田貴弘氏 

（全日本民医連事務局次長） 

会場24人、オンライン参

加 35ケ所 

9月24日 
消費税ネット・シン

ポジウム 

益子良一氏 

（東京地方税理士会元副会長） 

会場34人、オンライン参

加 50ケ所 

11月 13日 
2021全県国保改善交

流集会 

神田敏史氏 

（神奈川自治労連委員長） 

会場27人、オンライン参

加 33カ所 

2月6日 
介護のつどい実行委

員会・学習会 

林泰則氏 

（全日本民医連事務局次長） 

会場17人、オンライン参

加 63カ所 

4月16日 
消費税ネット・学習

会 

唐鎌直義氏 

（佐久大学特任教授） 

会場40人、オンライン参

加 25ケ所 

 

2．各団体、地域社保協が機敏に自治体への要請を行った 

全国で新型コロナウイルスの新規感染者が急増し、極めて深刻な感染爆発と医療崩壊状況が起こ

りました。感染した人の圧倒的多数が「自宅療養」を余儀なくされ、自宅で亡くなられるという痛

ましい出来事が連日のように報じられました。神奈川県も、2021年度の多くの期間が、緊急事態宣

言対象地域、まん延防止重点措置の対象地域なりました。私たちは、無為無策を重ねる菅政権、岸

田政権に対して、感染伝播の悪循環を断つための対策、医療崩壊を食い止めるための対策を求めて

きました。 

コロナ禍で、住民要求実現の立場からの自治体の支援体制の強化が、いっそう求められました。

保険医協会、民医連、建設労連、神商連、新婦人などの各団体は、医療・介護、福祉などの要求を

もとに神奈川県や市町村への要請・懇談をすすめました。地域社保協でも機敏に自治体要請、議会

陳情・請願をすすめました。医療や介護現場でのコロナ対策の強化、中学校のトイレに生理用品が

おかれるなどの前進が生まれています。年金者組合は、75歳以上の医療費2倍化反対の意見書と補

聴器の購入費補助を求めて、全県・市町村議会に陳情しました。補聴器助成では、厚木市、清川村

続いて、相模原市、愛川町でも助成制度がスタートします。 

 

３．活動の制約を受けるもとで、全県的な宣伝・署名運動を広げた 

コロナ禍のもとで活動を広げていくことの制約を受けながらも、全県的な宣伝・署名活動を広げ

ました。 

75 歳以上の医療費窓口負担 2 割化の中止を求める請願署名 50,041 筆、②介護保険の抜本改善を

めざす請願署名11,114筆、③安心・安全の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守る

ための請願署名 16,704筆、④消費税を 5％に戻せ署名 66,916筆、⑤75歳以上医療費窓口負担 2割

化 10 月実施中止法案提出を要請する緊急団体署名 375 筆、⑥介護職員の抜本的な処遇改善を求め
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る緊急団体署名399筆を集めることができました。 

とくに「75歳以上の医療費窓口負担2割化の中止を求める請願署名」を最重点に位置づけ、公団

自治協、老人クラブ連合会などに申し入れ、署名の推進に協力いただきました。 

 

 

Ⅳ．2021年度の取り組みの特徴 
１．「人権としての社会保障制度」をかかげ運動をすすめる！！ 2021年度総会 

6月 19日に、神奈川県社保協 2021年度総会を開催し、開会あいさつした神田敏史代表委員は、

「私たちはこの一年間、新型コロナウイルス感染症と社会保障制度の構造的見直しという 2つのた

たかいを中心に取り組んできた。本総会では、この間明らかになった社会保障制度の問題点と人権

としての社会保障について学び、社保協運動と地域での組織強化・拡大について意思統一をはかり

たい」とのべました。 

●社会保障制度を改悪させない運動の主戦場は地域から 

長友薫輝氏（三重短期大学生活科学科教授）から、「『全世代型社会保障改革』を跳ね返すために」

～新型コロナウイルスの感染の広がりから見えてきたもの～と題して、オンラインでの学習講演を

いただきました。 

長友薫輝さんは、「『全世代型社会保障』とは、雇用改革と社会保障改革を一体化させたもの」で、

「政策方針を見据えて、地域発信の手法など、私たちも意識的に改革を進めることが急務」で、「労

働力確保のために『人生100年時代』『生涯現役社会』」などと称するのはなぜか？」と問いかけま

した。答えは、4カ条「お上に頼るな！」「病気になるな！」「要介護になるな！」「少なくとも 70歳

まで働け！（できれば死ぬまで働け！）」。 

昨年12月 15日に閣議決定した「全世代型社会保障改革の方針」は、「菅内閣が目指す社会像は、

『自助・共助・公助』、そして『絆』である」としている。「『絆』など、精神的な発揚を促すだけ。

空虚なものと言わざるを得ない」。「『公助』は公的責任や社会保障を意味するものではない」。 

「『自己責任論』が過剰に求められている社会であることを実感している」。「自己責任を強調する

政策主体によって、歴史的な積み重ねが崩されていく」。「自己責任や相互扶助では解決できないか

らこそ、つくられてきたのが社会保障の制度と政策」。「全世代型社会保障制度の推進は、『自己責任

論』を浸透させ、『同調圧力』を強めている」。 

「地方自治体（地方自治）は危険水域にあるという認識が重要。後述する名指しリスト公表など

の手法を見れば明らか。以前から指摘している通り、地方統制が強化されている」。「全世代型社会

保障改革だけでなく『自治体戦略2040構想』といった政策展開を注視する」。「医療、介護など社会

保障制度を改悪させない運動の主戦場である地域から社会保障をつくる運動が必要」と強調しまし

た。「地域から社会保障をデザインしよう」と提起しました。 

署名内容 筆数

1 75歳以上の医療費窓口負担2割化の中止を求める請願署名 50,041

2 介護保険の抜本改善をめざす請願署名 11,114

3 安心・安全の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守るための請願署名 16,704

4 消費税を5％に戻せ署名 67,029

5 75歳以上医療費窓口負担2割化10月実施中止法案提出を要請する緊急団体署名 375

6 介護職員の抜本的な処遇改善を求める緊急団体署名 399
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●「人権としての社会保障制度」をかかげた運動をすすめる 

総会は、菅政権の「全世代型社会保障改革」に対し「人権としての社会保障制度」、「国民の生存

権の確立」を高くかかげた運動を地域からすすめていく。「2021年度の活動の基調」として、～「人

権としての社会保障制度」をかかげた運動をすすめる～以下の5点を重点に活動することを確認し

ました。 

① 「人権としての社会保障制度」の確立をめざす学習運動をすすめる。 

② 新型コロナの感染の広がりを止め、いのちと雇用、営業を守る対策を求めよう。 

③ 自治体と連携して「人権としての社会保障制度」を求める運動をすすめよう。 

④ 総選挙で、「市民と野党の共闘」の前進に力を尽くし、新たな政権をつくろう。 

⑤ 地域の社会保障運動の砦、地域社保協の強化・拡大をすすめよう。 

 

２．平和と核兵器廃絶、政治革新をめざすとりくみ 

（１）ロシアのウクライナからの即時撤退を求める運動を呼びかけ 

2 月 24日のロシア軍がウクライナに侵攻に対し、翌日、事務局長名で、在日ロシア連邦大使館、

ロシア連邦大使に抗議文を送りました、各団体も抗議声明を出し、ロシア大使館に抗議をしました。

いかなる理由があろうとも、武力による他国への侵攻は許されるものではありません。国連憲章と

国際法を踏みにじる暴挙です。世界各地で、「ロシアは侵略をやめろ」「ウクライナから撤退しろ」

の声があがっています。侵略を止めさせるために、幅広い世論と運動でロシア・プーチン大統領を

包囲することが求められています。 

首相経験者や日本維新の会代表者が、ウクライナ侵略を口実に、日米同盟強化、軍事力強化や核

兵器保有の必要性を声高に述べています。岸田首相は、バイデン大統領との会談で、「日本の防衛力

を抜本的に強化する」、「その裏付けとなる防衛費の相当な増強を確保」すると約束し、「力に対して

力で対抗する」と宣言してしまいました。「力対力」の論理ではなく、唯一の戦争被爆国・平和憲法

を持つ政府として、憲法9条の意義を世界に発信することと平和外交による解決を促進することが

求められています。日本政府が核兵器禁止条約を直ちに批准するよう求めます。 

神奈川では、3月 2日の桜木町駅前での抗議のスタンディングを皮切りに、県内各地で、スタン

ディング、宣伝行動、デモなど連日行われ、現在も継続しています。ロシア大使館への抗議、ウク

ライナ大使館への激励と募金などの取り組みをすすめています。 

 

（２）山中竹春さん当選!! 市民・野党共闘の勝利 横浜市長選 

8月22日投開票の横浜市長選で、カジノ誘致ストップ・コロナ対策拡充への転換を掲げた市民と

野党の共同候補・山中竹春氏が50万 6392票を獲得して当選しました。菅首相が支援した前国家公

安委員長の小此木八郎氏に 18万票差、林文子現市長に31万票差をつけての圧勝です。 

山中氏は「カジノ・コロナから横浜を救う」と立候補表明し、選挙戦をたたかいました。昨年秋

に取り組んだ横浜市のカジノの是非を決める住民投票条例制定署名は、確定署名数 19万 3193人と

法定数の3倍を超えました。住民投票条例案は、自民党・公明党の反対により否決されましたが、

この運動を確信に市長選がたたかわれました。7月25日には、山中氏と「カジノ反対の市長を誕生

させる横浜市民の会」が政策協定を結びました。カジノ反対の圧倒的な世論の中で、自民党候補も

カジノ反対と言わざるを得ないところまで追い詰めた中での選挙でした。 

「朝日新聞」の出口調査では、新市長に一番力を入れてほしい政策は「コロナ対策」が最多で、

うち46％が山中氏に投票し、小此木氏に入れたのは19％でした。コロナ対策の根本的な転換を求め
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る市民の切実な願いが山中氏の勝利の強力な原動力になりました。 

「カジノ反対の市長を誕生させる横浜市民の会」に結集する多くの団体が、山中氏の推薦や支持

を組織確認し、宣伝行動、支持拡大に奮闘しました。投票率は 49.05％と、前回の 37.21％を大きく

上回りました。私たちは、1978年から「市民の市長をつくる会」のもとで、市長選をたたかってき

ましたが、初めての勝利。「初めて投票した人が当選した」という人がいっぱいいます。「カジノ・

コロナから横浜を救う」という明確な争点をつくり上げ、市民的な関心と共感を呼んだ市長選にで

きました。 

5月17日、横浜社保協総会を開催。横浜市長選で山中市長が誕生しましたが、議会は自公が多数

を占めているため、3つのゼロ（（「出産費用ゼロ」「子どもの医療費ゼロ」「敬老パス自己負担ゼロ」）

と「中学校の全員給食」は実現できていません。実現に向けた運動をすすめることを確認しました。 

 

（３）総選挙!! 自公が多数、神奈川では野党共闘が前進!! 

神奈川県社保協は6月の2021年度総会で、「総選挙で、国民のくらしと民主主義を破壊し続けて

いる菅政権の退陣を求め、市民と野党の力で新しい政権を実現しよう」と呼びかけました。 

10月 31日、総選挙の投開票が行われました。私たちは政権交代を求めてたたかいましたが、野

党共闘の立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、社民党は、123議席から110議席となりました。 

与党の自民党・公明党も、公示前305議席から293議席へと12議席減らしました。議席を減らし

たものの、与党の自民党、公明党での安定多数を維持しました。一方で、日本維新の会は、11議席

から41議席へと増やしました。 

全国的には、野党共闘での前進がなかなか見られない状況ですが、いくつかの選挙区で野党共闘

の候補者が、自民党の大物議員や閣僚経験者を相次いで破って当選をかちとっています。減少した

とはいえ、野党共闘ができたからこそ、踏ん張ったと言えるのではないでしょうか。 

神奈川県の小選挙区では、立憲民主党が7議席、自民党が11議席となり、野党が前進し自民党は

前回より2議席減らしました。中でも、13区では、自民党幹事長の甘利明氏を追い落とし、太（ふ

とり）栄志氏が当選しました。全県に広がる市民運動と野党共闘の前進が、横浜市長選に続く前進

をつくりあげています。神奈川新聞の出口調査では、小選挙区の無党派層の投票動向では、48.5％

が立憲民主党の候補者に寄せられ、「野党共闘で候補を一本化したことで、無党派層の政権批判票の

受け皿として存在感を示した」と報じています。 

 

（４）神奈川平和行進、核兵器のない世界を訴え 

東京夢の島から広島まで、今年も平和行進がスタートし、5月 7日から5月 19日にかけて、神奈

川県内の各地で、核兵器のない世界の実現をアピールしました。社保協に決し有する各団体が全県

の平和行進に参加しました。 

5 月 7日、六郷橋（宮本台緑地）にて、各団体の代表により引継ぎ式が行われ、東京から神奈川

へ平和行進の横断幕が引き継がれました。5月12日、桜木町駅前広場にて出発集会が行われました。

集会では、山中横浜市長からのメッセージを受け、県庁に向けて行進がスタートしました。 県庁で

は、黒岩知事からのメッセージを受けました。5月19日、湯河原御庭公園にて、神奈川県から静岡

県への平和行進引継ぎ集会が行われ、両県から約100名が参加しました。13日間、県内でロシアの

ウクライナからの撤退、核兵器のない平和な世界を訴え続けました。 

 

（５）東日本大震災 11年。被災者支援の継続を、原発ゼロに 

東日本大震災から11年を迎えた3月 11日、福島県出身者らが JR桜木町駅前広場に集い、「震災

や福島原発はまだ終わっていない」などと道行く人々に訴えました。で、福島県出身の揚妻（県社
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保協事務局次長）さんは、「原発は私たちに表面上の幸せを与えるかもしれないが、根本的な幸せは

与えてくれない。未来の世代のために『原発ゼロ』を目指したい」、「原発は家族や地域、職場まで

も引き裂き、人々を分断してしまう」と訴えました。 

街頭活動は神奈川労連などが主催。参加者らは震災・原発事故を決して風化させてはならないと

強調。ロシアがウクライナにある原発を攻撃、選挙との報道を踏まえ、「原発は有事の際には大きな

脅威となる」と危機感を示しました。（神奈川新聞記事から引用） 

 

３．「75歳以上の医療費 2倍化」中止をめざす取り組み 

（１）「75歳以上の医療費窓口負担２倍化」法案採決に抗議！！ 

6月4日、参議院本会議で「75歳以上の医療費窓口負担2倍化」などを内容とする健康保険法等

の一部改正案が、自民、公明、維新、国民民主各党の賛成多数で可決されました。立憲民主党と日

本共産党は反対しました。「75 歳以上の医療費 2倍化に反対する神奈川県実行委員会」は、このコ

ロナ禍において、受診抑制による健康への影響の検証もなく、高齢者の必要な受診の機会を奪う法

案を可決させた政府と与党、各党に厳しく抗議しました。  

6月15日、「75歳以上の医療費2倍化に反対する神奈川県実行委員会」は、横浜伊勢佐木町商店

街で宣伝行動を行い、1時間の行動で400枚のチラシを配布しました。「神奈川県では反対署名が12

万筆を超えた。来年 10 月施行までに総選挙と参院選があるので反対議員を増やせば、75歳以上の

医療費窓口負担2倍化は中止できる。あきらめないで頑張ろう」と訴えました。買い物客が足を止

め、次々と「おかしいじゃないか」、「とんでもない」「署名はないのか」と声をかけてきました。こ

の日は、年金者組合の定例宣伝行動日、全県で抗議の宣伝行動を行いました。 

 

（２）「75歳以上の医療費窓口負担２倍化」を中止させよう！！ 7.31スタート集会 

7月31日、「75歳以上の医療費窓口負担2倍化を中止させるスタート集会」を、26人の会場参加

とZOOM視聴22ケ所（年金者組合本部10人参加含む）を結び開催しました。 

●2割負担にすれば、高齢者の受診控えを加速させ「健康悪化」につながる 

「後期高齢者医療制度—その問題点と改善方向」と題して、寺尾正之さん（公益財団法人日本医療

総合研究所研究研修委員）が講演。まず、「コロナ危機は、日本の医療体制と公衆衛生の対応力の弱

体化を露呈させた。それは、新自由主義による医療費抑制政策の弊害だ」。「企業（資本）の利益を

優先する新自由主義的医療改革は、1980年代に実行され」、「『臨調行革』路線を端緒に、1996年の

橋本政権による構造改革路線によって本格化」し、「2001年に発足した小泉政権は、『医療費の伸び

を経済財政と均衡の取れたもの』にするとして、公的医療費の抑制政策を展開」した。そうしたも

とで、「高齢者の医療の確保と称して、医療給付の構造的な抑制を進める対策がすすめられた」と後

期高齢者医療をめぐる政府の歴史的な攻撃の特徴を端的に示しました。社会保障を変質させる 2つ

の法律として、社会保障制度改革推進法（2012年8月）と、社会保障改革「プログラム」法（2013

年 12月）をあげ、「国民の『自助・自立』を強調し、『家族相互、国民相互』で支え合うことを社会

保障制度の基本とした」。 

「コロナ禍で心理的・経済的に疲弊している時に、高齢者を標的に2割負担にすれば、すでに生

じている高齢者の受診控えを加速させ、健康水準の悪化につながる。しかし、政府は『（負担増が）

直ちに患者の健康への影響を意味しない』と認めようとしない」、「給付は高齢者中心、負担は現役

世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直す」としているが、「負担軽減は名ばかり、世代間

の分断を目論んでいる。」「所得の多い少ないによらず、平等に医療サービスの給付を受けられるよ
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うにすることが社会保険の原則。『負担（支払い）能力に応じて負担』することは、医療費の窓口負

担ではなく、税金と社会保険料に求めるべき」と運動の方向性を示唆されました。 

●『地域や現場で起こっている事実の重み』『声を上げる人』の裾野を広げる 

高齢者医療制度の5つの改善方向として、以下の点をあげました。 

① 定率国庫負担（24％）を抜本的に増やすことを含め、国の責任ある財政支援を拡充する。3 割負

担対象者についても、公費負担の対象とする。 

② コロナ禍のもと、「基金」を活用した保険料引き下げの要求は、引き続き重要な課題。広域連合ご

とに弾力的な制度運営ができるようにするためにも、各種の減免規定を設けることや、都道府県・

市町村の一般会計からの財源投入を行う。 

③ 所得に応じた公平な保険料とする。保険料は所得割と均等割の折半とはせずに、所得に応じた保

険料の部分を増やす。  

④ 制度運営が住民から離れた都道府県広域連合になったことで、住民の要求・運動の矛先が定まり

にくい問題がある。広域連合議員がいる自治体だけでなく、すべての市町村議会、県議会で議論

を巻き起こし意見を挙げていく。 

⑤ いのちと尊厳が守られる権利を保障する制度へ 

・基本的理念に合致した制度⇒高齢者を前期と後期に区分して振り分けるのではなく、老人福祉法

の目的や基本的理念、国連における高齢者人権条約制定の議論などを踏まえる。 

・医療の本質と合致する制度⇒医療には負担（支払い）能力と関係なく必要が生じるという大原則

がある。所得があるから重い病気になるということではない。そのためにどういう仕組みをつく

るべきか。 

●どういう仕組みをつくるべきか、医療の本質と合致する制度 

最後に、「公的責任で医療、介護、公衆衛生政策の大転換を」として、「コロナ危機のもとで、国

民の生命と生活を守るためには、新自由主義に固執する政治と政策を転換し、一人ひとりが個人と

して尊重され、お互いを支え合う社会をつくることが不可欠。医療、介護、福祉、保育など社会に

不可欠（エッセンシャル）な基本インフラを拡充すべき。  

その土台となるのは、国の社会保障支出と所得再分配機能の抜本強化」。「公的責任を住民の自己

責任や助け合い転嫁し、自治体を競わせて統制を強めていく菅政権に対し、地域から住民と医療・

介護等の従事者の目線で声を上げ、共同を広げ、自治体とも連携し、国に向けた運動を――『地域

や現場で起こっている事実の重み』『声を上げる人』の裾野を広げる」と、これからの方向性を示唆

していただきました。 

 

（３）2倍化の中止を求める「署名」運動が全県ですすめられる！！ 

スタート集会では、今後の取り組みについて、10万筆を目標に署名運動をすすめることなどを提

起しました。討論では、公団自治協の青木有俱会長が、「公団自治協の住民アンケートでは、世帯主

のうち 75 歳以上が 42.7％を占め、2 倍化はまさに自分たちの死活問題として署名運動に取り組ん

だ」と報告。年金者組合副委員長の伍淑子さんが「年金者組合としてはじめて市町村議会に、2 倍

化反対の意見書提出の陳情に取り組み、葉山町と大磯町で陳情が採択され、意見書が提出された」

と報告。横浜市港北区社保協事務局長の梅村忠三さんが「法案が通って、社保協の幹事会で今後の

運動について話し合った。中止署名は3000筆目標で取り組もうと意思統一した」。寒川社保協会長

の石黒良行さんは、「世代間の負担公平論は非常に強いものがある。学習・宣伝が必要だ。寒川でも

署名など運動を広げるために奮闘する」と決意を語りました。保団連の住江憲勇会長から、「神奈川

の運動のスタートの時からかかわっている。3 回目のスタート集会、中止させるためにともに頑張
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ろう」とビデオメッセージをいただきました。 

このスタート集会以降、「75 歳以上の医療費 2割化反対実行委員会」は、伊勢佐木町モールでの

宣伝・署名行動をほぼ月1回（緊急事態宣言時は自粛）実施し、各地の社保協では月一回ベースで

の署名・宣伝行動を行ってきました。 

 

（４）75歳以上の医療費 2割化の中止を求める請願署名 50,041筆、団体署名 375筆提出 

5月26日、署名提出国会行動が行われ、神奈川からは、医労連・自治労連・民医連・川崎社保協・

県社保協から12人が参加しました。 

「75歳以上の医療費窓口負担2割化中止署名」は、6月6日現在、50,041筆。内訳は、民医連6977、

新婦人11507、神生連252、神奈川労連141、年金者組合4444、自交総連10、福保労118、ユーコー

プ労組2948、浜高教12、建設労連16157、横浜市社保協1530、相模原市社保協 750、茅ヶ崎社保協

123、平塚社保協67、公団自治協4907、その他98。 

請願署名の地元紹介議員は 14人（敬称略）衆議院議員⇒青柳陽一郎、笠浩史、山崎誠、阿部知子、

早稲田夕季、篠原豪、中谷一馬、後藤祐一、太ひでし、志位和夫、参議院議員⇒真山勇一、小池晃、

田村智子、福島みずほで、立憲民主党 10人、日本共産党 3人、社会民主党 1人です。全国では 40

人です。 

請願署名とあわせて、緊急団体署名を提出しました。取り組み期間は、1 カ月足らずでしたが、

「75 歳以上医療費窓口負担 2割化 10月実施中止法案提出を要請する緊急団体署名」375筆を提出

しました。 

集会であいさつした倉林明子議員（共産党）は、75歳以上医療費窓口負担 2割化の 10月実施に

ついて、「参議院で立憲民主党などと中止法案を提出することで調整している」と力強いお話があり

ました。神奈川からの参加者は、「75歳以上医療費窓口負担2割化10月実施中止法案提出を要請す

る団体署名」を、福島みずほ議員（社民党）、大石あき子議員（れいわ）に提出し、中止法案の提出

を要請しました。 

 

（５）75歳以上の医療費 2割化中止の陳情、3議員が賛成！！3月広域連合議会 

3月28日開催された神奈川県後期高齢者医療広域連合議会に、県社保協からの参加者など全体で

15人ほどが傍聴しました。75歳以上の医療費2割化反対実行委員会として、「後期高齢者医療の窓

口負担２割に引き上げる改正法の実施中止を求める意見書提出の陳情」と、「後期高齢者医療保険料

の大幅な引き下げを求める陳情」を提出しました。 

陳情は、議会運営委員会で審議し本会議に回されます。議会運営委員会では、長谷川えつこ議員

（横浜市・立憲民主党）は、「2割化を実施すれば、受診控えが数多く発生することは政府も認めて

いる。コロナ禍でもあり実施は中止すべき」と発言し、2 つの陳情に賛成しました。しかし、議会

運営委員会は、「不採択」多数とし本会議に提出しました。 

本会議では、白井正子議員（横浜市・日本共産党）が、「後期高齢者から『生活が厳しくなってい

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』との声が寄せられている」と、2 つ

の陳情の採択を求めました。本会議の採択では、長谷川えつこ議員と白井正子議員、花上喜代志議

員（横浜市・立憲民主党）が 2つの陳情に賛成しました。不採択になったとは言え、3人の議員が

陳情に賛成したのは、過去例がなく歴史的な画期と言えます。この間、75歳以上の医療費2割化中

止の運動を大きくすすめ、立憲民主党、日本共産党、社会民主党の地元国会議員に署名の紹介議員

になっていただきました。そうした運動の広がりが結実していると確信できます。 
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（６）後期高齢者医療保険料、年間 1615円引き下げを実現！！ 

3 月 28日の広域連合議会は、2022～2023年度の 2 年間の保険料が提案され議決しました。神奈

川県の次期の保険料は、所得割率が 8.74％から 8.78%へ 0.04％あがり、均等割額が 43,800 円から

43,100円とマイナス700円。1人当たりの保険料は、94,637円で、前期比1,615円の引き下げとなり

ます。全国で引き下げられたのは9道府県に過ぎないことから、神奈川県で引き下げが実現できた

ことは大きな成果です。 

しかし引き下げの原資は、剰余金161億円のうち160億円をあて、剰余金は受診控えによる医療

費の予算未達よるもので、極めて特異な要因でしかありません。１人当たりの保険料 94,637 円は、

東京都に次いで全国で2番目の高さという水準のままです。 

厚労省は、5月1日、全国の後期高齢者医療制度の令和 4～5年度保険料を発表しました。全国平

均は、月額 6472円で前年比 114円（1.8％）増となりました。神奈川県は、7886 円で前年比 28円

（0.4％）増（広域連合議会時点での報告では1615円引き下げと報告されたが？確認が必要）。全国

の 2番目の高さですが、年金収入別の保険料の比較では、78万円所得では7番目、186万円所得で

は11番目に低い水準です。 

 

４．神奈川県・各市町村と連携して国保改善の取り組みをすすめた 

（１）11.13全県国保改善交流集会に、60人以上が参加 

11月 13日、会場 27人、オンライン 33ケ所の参加で、全県国保改善交流集会を開きました。県

社保協から「2021 年度の市町村国保調査」の概要を報告。神田敏史さん（神奈川自治労連委員長）

に、「コロナ禍での市町村国保、現状と改善方向について」と題して講演していただきました。その

後、質疑、討論、県社保協から「国保改善の運動提起」を行ない、終了しました。 

●県と市町村の連携強化による努力を求める運動を  

神田さんは、「新型コロナウイルス感染症拡大時の対策に限定させず、さらに拡充させ、今後の社

会保障制度の再構築に結び付けていくことが重要」と指摘しました。「コロナ感染のもとでの新しい

傷病手当金支給については、全国でいち早く神奈川県と市町村が対応し、全県的に救済がはかられ

ている」としました。 

「2021年度から 2023年度の 3年間における第 2期国保運営方針の策定が全都道府県で行われた

が、政府からは『法定外繰入の解消』『保険料水準の統一』について、『骨太方針の改革工程表』に

沿って『目標年次』を定めて明記することが強調され、『全世代型社会保障制度改革』においても議

論されることになる」。「子どもの均等割の軽減」について、国が22年度から半分を未就学児に限り

公費負担するとしましたが、全国知事会、市長会、町村会から「『子育て世帯の負担軽減』というな

ら最低でも中学生まで認めるべきだ」との意見が出されていることを紹介。神奈川県の市町村では、

「中井町から大井町、清川村、箱根町と、子どもの均等割の減免が広がり、全国的にも先進的な動

きとなっている。自治体として子育て世代を呼び込む意図がある」と話しました。 

さらに、コロナ禍での受診抑制で医療費の支出減もあり、多くの自治体が国保会計で積み立てて

いる基金が増加していること。18歳まで均等割を全額減免し始めた大井町は積み立て基金を活用し

ており、保険料負担の軽減に活用できることを紹介しました。 

「『赤字の解消』『保険料水準の統一』の国の狙いが、都道府県と市町村に医療費適正化や医療提

供体制改革の実施、収納率向上の責任を負わせるものであり、『受益者負担の増加』により、国保加

入者に『自助、共助』を求めるもの」と指摘。「国が圧力・誘導を強めている『一般会計からの法定

外繰り入れの減額』ついて、減額が求められているのは『決算補填等目的』であり、県としてはそ
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れ以外の法定外繰入の削減は求めていない。神奈川県としてもその姿勢を持って市町村と連携して

いる」と神奈川県の姿勢を紹介しました。 

「実際に国保運営方針策定の目標や計画を実行した場合に、保険料（税）水準や保険給付の水準

はどのようになるのか。方針策定主体者である都道府県や市町村に明らかにさせ、その問題を追及

していくことが重要」。「国保運営方針は、市町村の国保事業運営に対する行政計画であり、そのも

の自体で、国保加入者の保険料があがるというものではないが、市町村を通じ影響が出ることを被

保険者に『見える化』していくことが重要」。「『2023 年度までの赤字解消』と『そのための年次計

画』は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中では実現できるものではない」。「それを前提とす

る『統一保険料水準の実現』も当然見直しが求められる」。「基礎的条件がかわれば計画や方針を変

えるのは当然であり、運営方針の見直し、ないしその具体化の一時延期等を求めていくことが必要」

と、私たちの運動方向について示唆されました。社会保障制度としての国保、保険料の軽減をめざ

し、県と市町村の連携強化による努力を求める運動をと呼びかけました。 

●子どもの均等割減免など、国保の保険料軽減の運動を！！ 

質疑応答、討論ののち、県社保協医療保険改善委員会から、運動の方向について、以下の提起を

しました。 

① 国保の都道府県単位化推進に対し、各自治体で学習し実態と問題点をつかみ、後退を許さず改善

させる。 

② 差し押さえ処分の強化に対し、実態をつかみ、生活実態を踏まえた丁寧な対応や、支払い能力の

ない滞納者について滞納処分の「執行停止」措置を求めていく。 

③ 子どもの均等割減免を、若い世代の要求に基づいて、多くの団体と力をあわせ全県的な運動にし

ていこう。 

 

（２）市町村の努力が見える結果に！！ 2021年市町村国保調査 

神奈川県社保協として9～10月「2021年・市町村国保調査」結果の特徴を紹介します。  

●高齢者、単身世帯、低所得の方が半数以上 

国保加入者のうち、①世帯所得では 100万円以下が 47.4％、200万円以下は 67.2％に達する。②

60歳以上が 51％を占め、70歳以上が26.4％に及ぶ。③世帯は単身者57.4％、2人世帯28.9％と単身

者と 2人世帯で 86.3％を占める。国保の加入者の特徴は、所得が極めて低く、圧倒的に年齢構成が

高く、単身世帯が多くを占める。 

●市町村の保険料（税）の引き下げ、据え置きの努力が 

2021年度は基礎控除額が 33万円から 43万円となったが、被雇用者は 33万円のまま据え置き。

保険料率では、12 市町村で減額、15 市町で据え置きとほぼ全ての市町村で減額、据え置きとなっ

た。2019年度から中井町が均等割を第3子から全額減免としたのに続いて、2020年度から、大井町

と清川村が子どもの均等割の全額減免（18歳以下まで）、箱根町が均等割の第 3 子から全額減免を

スタート（横浜市と川崎市は、子どもの人数に応じて所得割の減免を実施）。 

●短期証・資格証の交付停止がすすめられている 

横浜市が資格証と短期証の交付をとりやめ、昨年の平塚市に続いて今年度から小田原市がやめた。

短期証の世帯交付率の平均は 1.36％（昨年 1.66％）。資格証の不交付は 12市町で、昨年から 1自治

体増加。資格証の世帯交付率の平均は0.28％（昨年 0.44％）。短期証・資格証を不交付の拡大、交付

率の減少傾向は大きな前進。一方で、収納対策の強化はすすめられており、市民税などの収納対策

部局との連携、移行がすすめられている。 
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●コロナ感染による保険料減免、傷病手当金の支給がすすむ 

コロナ感染の影響による保険料の減免は、2020年度の全県での決定件数 39288件、総額 54億円

を実施。傷病手当金の支給実績は、2020年度の全県での決定件数 272件、総額 2084万円の手当金

が支給された。神奈川県は、全市町村が実施の手立てをいち早くとり、申請件数の増加に結び付い

ている。 

●コロナ感染の拡大は、受診抑制を余儀なくされた 

コロナ感染の影響による受診動向を新たに調査した。いずれの項目も2019年度に対し2020年度

は著しい減少傾向が見られた。1人当り医療費は4.1％、レセプト件数11.2%、受診日数11.8％減少。

そして特定検診の受診率も 3.6 ポイントのマイナスで、コロナ禍での受診抑制が深刻であったこと

が見て取れる。 

●法定外繰入の維持・継続、基金積み立てがはかられている 

一般会計からの法定外繰入については、33市町村中 25 自治体で実施している。被保険者一人当

たりの額は、16市町で増加。国による法定外繰入の削減・解消圧力が強まっているが、神奈川県で

は数多くの自治体が積み立ての維持・継続がはかっている。基金の積み立ては、33市町村中 32自

治体で実施し、2020年度末の被保険者一人当たりの基金の保有高は9,215円（21市町村で増加）。   

 

（３）短期証交付やめた！医療にかかる権利保障を重視 ！ 西湘社保協・小田原市と懇談 

12月 23日、西湘地域社保協は、小田原市の福祉健康部保険課と国保について懇談しました。 

まず、「横浜市、平塚市に続いて、資格証だけでなく短期証の交付をやめたことについて」は、「滞

納徴収との関係では、短期証の交付による効果は限定的で費用がかかる」とし、「医療にかかる権利

を保障する」ことを重視したと、きわめて前向きな回答をいただきました。 

滞納徴収については、「保険課だけで対応。手紙・電話・訪問などし、分納などの手立てをとるな

ど丁寧に対応している」と話しました。子どもの均等割の減免については、「財源的に非常に厳しい

状態なので今はむずかしい」と回答。来年度の保険料については、「県から納付金の引上げが来てお

り、保険料を上げないためにどう対策をとっていくか悩んでいる」と話されました。国の姿勢につ

いての認識で一致するなど、終始和やかな懇談でした。 

横浜市、川崎市、相模原市、茅ヶ崎市などと、各地域社保協が国保についての交渉・懇談を実施

しています。 

 

（４）2022年度市町村国保保険料などの調査を実施中 

各市町村に、2022 年度市町村国保保険料などの調査をお願いし、4 月 22 日に中間的に集計した

ものを各市町村送付しました。保険税方式の19自治体の保険料率が確定しました。引きあがったの

が 7自治体、据え置き10自治体、引き下げ2自治体です。法定外繰り入れは、33自治体中 22自治

体で実施し、10自治体で増額しています。 

あとの14自治体は告示方式で6月後半の集約となります。 

 

５．介護保険の利用者と家族を中心に据えて、介護保険改善の運動へ 

（１）9月 4日「介護保険のいまと未来を考えるつどい 2021」開催 

9月4日の「介護保険のいまと未来を考えるつどい2021」は、会場参加24人、ZOOM35ケ所（横

浜北部、医療生協かながわ、茅ヶ崎民商が集団視聴）と 70人を超える人が参加。短時間の開催でし

たが、「学習講演」と「取り組み交流」を行い、コロナ禍のなかでの困難な現状について共有し、介
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護保険制度の現状と改善方向を学び、今後介護保険制度の抜本的な改善を求め、運動を広げていく

ことを確認しました。 

つどいは、県社保協加盟の団体と労働組合、介護事業者や生協などでつくる実行委員会の主催。 

●コロナ禍の介護報酬改定は「加算」の対応次第ではマイナス改定になる！！ 

学習講演は、全日本民医連事務局次長（京都民医連事務局長）の松田貴弘さんから、「2021 年度

介護報酬改定の内容と問題点～介護保険制度の改善めざして～」のテーマで講演をうけました。 

格差が拡大し社会保障予算が削られるなかで、今回のコロナ禍のなかでの介護報酬改定が「加算」

の対応次第ではマイナス改定になるような水準にとどまると指摘しました。「基本報酬は、ほぼ全て

のサービスで引き上げたが、訪問介護は0.2％～0.6％程度、一方で居宅介護支援は 1.8％、通所系も

1％～5％と、各サービスで上がり幅に違いがあり、とりわけ訪問系には厳しい改定となっている」。

「ただし通所系も、通所介護は個別機能訓練の見直し、通所リハ（訪問リハも）では一番算定が多

い『リハマネ加算Ⅰ』が基本報酬に『マルメ』こまれるなど、実質は『マイナス改定』」。「厚労省は

『基本報酬を引き上げた』としているが、各サービス毎では『メリハリ』をきかした改定になって

いるので、『加算対応』「を意識しないと『0.65％の引上げ』どころか、加算対応次第ではマイナス改

定になることもある」。「施設系では口腔衛生管理と栄養管理の取組みがより評価される」。「また廃

用や寝たきりの防止の観点から『日中、いかに離床させて生きがい支援につなげていくかが評価さ

れる」（介護給付費分科会 日本医師会 江澤常任理事）。見守り機器を導入した場合の夜間人員配置

の緩和、介護職員不足をテクロノジーで補うなど、問題の多い改定内容について詳しく話されまし

た。 

今後、後期高齢者2割負担に続き、介護利用料の原則 2割化などの負担増が狙われており「介護

の自己責任化」ではなく「介護の社会化」をめざす必要がある。横浜市長選挙の勝利に続き、市民

と野党の共闘の前進で、より良い介護制度をめざそうと呼びかけられました。質疑に対して丁寧で

わかりやすく答えていただきました。 

取り組み交流では、通所介護事業所で訪問介護のパートの方、登録型ヘルパーで働いている方、

介護事業所こみゅにてぃ事業者の工藤さんから、コロナ禍での深刻な実態についてお話しされまし

た。そして、民医連の片倉博美さんのまとめとあいさつで閉会しました。  

 

（２）学習会「介護保険のいまと未来を考える」80人超参加！！ 

2月6日、横浜市で介護学習会「介護保険のいまと未来を考える」（実行委員会主催）を開催。介

護事業者から、「コロナ感染の対応のため参加できない」という連絡が入るなど厳しい状況での開催

でしたが、会場参加17人、オンライン視聴63ケ所と、80人を超える方が参加。北海道や沖縄など

全国からの視聴がありました。 

全日本民医連事務局次長の林泰則さんが「中央社保協『介護保険制度の抜本改革提言(案)』はなに

を示しているか」を講演。神奈川民医連の片倉博美事務局次長が、「補足給付見直しによる影響アン

ケート調査結果」を報告。県社保協の根本隆事務局長が、「介護・認知症なんでも電話相談のまとめ」

を報告。その後、質疑・交流し閉会しました。 

●介護現場、利用者に困難が広がっている 

家族まかせにせず、社会全体で支える介護にと、「介護の社会化」を謳って2000年にスタートし

た介護保険。 

林さんは、「介護保険制度は、利用者（受益者）負担、保険給付の上限設定（支給限度額）をはじ

め、出来るだけサービスの利用を抑え込む仕組みを組み込んで創設された。施行後、政府による相

次ぐ制度の見直し（改悪）がされている」。「こうした経過の中で利用者や介護現場での様々な困難
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が広がっており、さらに介護保険自体が、①保険あって介護なしという制度の機能不全、②打開を

見通せない深刻な介護の担い手不足、③保険料の支払い困難がまねく財政破綻という危機的な状況

に直面している」と指摘しました。 

●憲法25条を土台に、『本来の社会保険』に転換を求める 

「コロナ感染症は、政府がすすめてきた改革（改悪）が、地域の介護基盤をいかに切りくずして

きたかを浮き彫りにした」。「介護が社会を維持するために不可欠なものであり、その担い手の処遇

が低く留め置かれている現実を改めて社会に再認識させた」。「高齢化の進展に伴い、介護の需要は

今後いっそう増大する。いま必要なのは、創設時に立ち返った介護保険制度の立て直し＝「再設計」。

憲法25条を土台にすえ、介護が必要な時に必要なサービスが保障される『本来の社会保険』へと転

換させる。国、自治体が介護保障に最終責任をもつ方式に切り替えることが不可欠。その裏付けと

なる財政措置の強化（保険財政に対する国庫負担割合を大幅に増やす、介護保険財政とは別立てで

公費を大胆に投入する）も必要」と提言案を紹介しました。 

 

（３）「介護・認知症なんでも無料電話相談」49件、昨年の倍以上！！ 

11月11日に実施した、神奈川県の「介護・認知症なんでも無料電話相談」は 49件の相談を受け

ました。昨年 21件ですから倍以上です。午前中は 5件でしたが、12時にNHKテレビが報道する

と、次からと次と電話が鳴りました。民医連からのケアマネージャー、ソーシャルワーカーの方 6

人をはじめ、9人で相談対応しました。 

内容的には毎年深刻さを増しています。本人、家族から「死にたい」という声が出されています。

介護保険制度の悪化にコロナが拍車をかけて、当事者だけでなく、介護を担っている家族も孤立化

する中での相談が多いと実感しました。 

「84歳、要介護5、認知症の母。人工透析を受けている。群馬県の有料老人ホームに入所したが、

金銭的に対処できず、鶴見区の自宅に引き取った。週3～4回デイサービスを利用。週3回透析をし

ている。自分も介護離職し、金銭的に苦しいので仕事がしたい。特養もしくは10万円ぐらいの有料

老人ホームを探している。ケアマネに相談するが、自分で探してくれと言われる。透析がネックで

なかなか探しきれない」。「障害1級。脳梗塞で左まひの夫の介護。理学療法士で週 2回リハビリ。

ヘルパーでシャワー浴週3回。最近記憶が抜けてきた。本人は食べたものや活動したことなど記録

している。暴力的行為、怒りっぽくなった。どう対処したら良いか」。「父は78歳、要介護3、現在

骨折中で入院。母が在宅での介護が大変と言い、施設での介護を希望したいが、費用の問題で難し

いと思っている。その場合、在宅ではどんなサービスが利用できるか知りたい。年金は 2人で月13

万円」。「70歳代・要介護2・認知症のある夫を介護しているが、自分も要支援2で持病もある。自

分の主治医は、症状は問題ないと言うが、本当に大丈夫なのか信じられない。長男が遠方に、次男

夫婦が近隣在住だが、介護は全く手伝ってもらえない。毎日、死のう死のうと考えている」などな

ど、介護家族からの深刻な悩みが相談されました。介護疲れ、家族関係の問題、ケアマネやヘルパ

ーとの関係など不満を訴える内容で、多くが30分を超える相談となりました。 

全国では、551件の相談が寄せられました（昨年271件）。 

 

（４）「補足給付見直し」負担増の深刻な実態！！記者会見実施 

介護保険施設に入所する低所得者の食費・居住費を補助する「補足給付」が昨年 8月に改悪され

たことを受け、「介護保険のいまと未来を考えるつどい」実行委員会で、10 月に影響調査を実施し

ました。県内の特別養護老人ホームや介護老人保健施設など476施設のうち、特養 12施設、老健9

施設の計 21施設（1397人分）が回答しました。調査結果について、11月に実施した介護・認知症
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なんでも無料電話相談の結果とあわせて、記者会見としました。記者会見には、毎日新聞、ＮＨＫ、

神奈川新聞、赤旗、新かながわの5社の記者6人が参加しました。 

補足給付は、低所得者が対象で、預貯金などの資産要件は昨年7月まで一律「1000万円以下」で

したが、8月からは第 2 段階が「650 万円以下」に、第 3段階は 2つに分けられ、①「550万円以

下」、②「500万円以下」に引き下げられました。対象から外れると、食費・居住費が全額自己負担

となります。食費の負担増も進められ、施設入所者の第 3段階②では日額 650円から 1360円に引

き上げられ、短期入所（ショートステイ）利用者も第 2、第 3段階で、日額 210円から 650円引き

上げられました。 

集計によると、7月まで給付を受けていた681人のうち、101人（15％）が対象から外され、月額

3万1000円の利用料が9万円に跳ね上がった事例もありました。また、引き続き給付の対象になっ

たものの、月額2万2000円の食費負担増となった人は 257人（38％）に及びました。対象外となっ

た 101人の内訳をみると、試算要件の500万円を超えたのが40人（39％）と最も多く、550万円の

基準額を超えたのは20人（20％）、650万円の基準額を超えたのが4人（4％）と続きました。神奈

川県民医連介護福祉委員会の長嶋理恵さんは「年金だけでは利用料を払えない方が増えることが予

測される。家族も収入が増えるわけではないので大変になる」と警鐘を鳴らしました。 

 

（５）介護・保育労働者の処遇改善策についてのアンケート実施中 

2 月から 9月まで、国による補助金で、看護・介護・福祉・保育職員の処遇改善が実施されたこ

とに対し、事業所宛（保育1697ケ所、介護811ケ所）のアンケート調査を行なっています（その中

に、労働者宛のアンケートを同封）。6月2日現在、事業所アンケート144（保育56、介護43、不明

46）、労働者アンケート457（保育309、介護148）の回答が戻ってきており、中間的な集計をして6

月 2日に相談会を開催しました。7月中に集計分析をし、10月から実施される処遇改善に向けての

運動課題を明らかにし、記者会見、交流会等を企画することを確認しました。 

 

（６）「介護保険の抜本改善をめざす請願署名」11,114筆、緊急団体署名 399筆提出 

「介護保険の抜本改善をめざす請願署名」の到達点（6月 6日現在）は 11,114筆、民医連 2865、

新婦人1084、神生連17、建設労連6656、ユーコープ労組142、福保労52、浜高教10、茅ヶ崎社保

協 10、その他278筆です。5月26日の国会署名提出行動に最終提出しました。 

10月から介護報酬等による処遇改善加算となる予定に対して、国の負担による抜本改善を求める

緊急団体署名は5月 26日に 281団体署名を提出しました（最終399団体）。 

 

（７）藤沢と茅ヶ崎社保協で、介護保険についての学習会を開催 

●介護保険を利用するには？ なんでも聞いてみよう！！ 藤沢市社保協介護学習会 

1月 22日、藤沢市社保協は介護保険勉強会を開催しました。会場の市民会館会議室に 28名が集

まりました。 

この勉強会はコロナ禍により 2年越しの開催となりました。講師は医療生協かながわの現役ケア

マネージャー角田春男氏です。まず、角田氏より介護保険の仕組みの説明があり「介護保険の保険

料は年金から天引きされ社会保障制度改悪を先導した」とし「介護保険の財源は介護の社会化とい

うフレーズで保険料の比率を増やしてきた。介護の社会化というのであれば本来なら公費で賄うべ

き」と国の姿勢を批判しました。 

その上で、実際に制度を利用する際の注意点などを、ユーモアを交えながら話しました。双方向

の学習会ということで参加者からは「家族同居の場合のヘルパーの利用方法は？」「施設見学の際に

家族が押さえるべきポイントは？」「介護保険の未来は？」など多くの質問が出され予定時間を超過
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するほど充実した学習会となりました。 

●20人参加で介護学習会！！ 茅ヶ崎社保協第21回定期総会 

4月 17日、茅ヶ崎社保協第 21回定期総会を茅ヶ崎民主商工会で開催しました。第一部の介護問

題学習会では、根本隆県社保協事務局長が、林泰則前日本民医連事務局次長作成の「社保協『抜本

改革提言』はなにを示しているか」をテーマに講演。昨年11月実施の「介護・認知症なんでも無料

電話相談」と、昨年8月からの介護保険利用者の補足給付の見直し問題の影響調査に関する記者会

見の内容から入りました。介護保険は申請主義で利用が狭まれているのに、ケアプランの有料化が

狙われている。「介護保険制度の持続可能性」は、「保険財政」の持続可能性を追求するもので、利

用者・家族の生活や介護事業者の経営と介護労働者の安定化の確保・持続性になっていない。その

ため、日本の介護保険制度は、世界のモデルにならないなど、飾らない口調で分かりやすいと好評

でした。 

 

６．医療・社会保障制度の拡充を求める運動に奮闘 

（１）11.7神奈川自治体学校・社会保障分科会 

11月 7日、神奈川自治体学校が開催され、社会保障分科会「コロナ禍で保健所はどうだったのか」

を、社保協で運営し16人参加しました。 

杉山さん（平塚保健福祉事務所保健師）、田中さん（横浜市保健所保健師・横浜市従労組副委員長）、

渡辺さん（川崎協同病院看護師）が、コロナ禍の保健所と病院の状況を報告しました。助言者の水

戸川さん（神奈川県職員労働組合書記長）、石原さん（横浜市従労組行財政部長）を含めて、会場の

参加者で討論しました。 

神奈川県と横浜市のコロナ対策と保健所・保健師の状況では、感染症対策としては脆弱な体制の

もとですすめられたこと。その対策の要である保健師も十分な人員と態勢のもとになかったことが

明らかにされました。公衆衛生の日常的な活動と態勢の必要性から、保健所の機能と役割を考える、

保健師の拡充の必要性が明らかになりました。そのことが、住民の要求運動、地域運動でどう具体

化していくのか問われています。 

 

（２）神奈川生存権裁判が結審！！ 判決日は 10月 19日 

神奈川生存権裁判は4月20日の口頭弁論・最終意見陳述で主張立証を終え、結審しました。横浜

判地裁判決は10月 19日（水）です。この日、井上啓弁護団長より、「デフレ調整」自体が、物価変

動は考慮事項としていない生活保護法8条2項に違反すること。この違法な引き下げ結果が生活保

護利用者に与えた結果が重大であり憲法 25 条に違反すること。気迫のまとめが法廷内にこだまし

ました。さらに証言台に初めて立った原告・佐藤ヤエさん、小宮広子さんからの毅然とした意見陳

述、原告団を代表して加賀敏司さんの「人道的な」判決を望むひとことに、法廷内で期せずして感

動の拍手が起こりました。 

午後からは会場を移し、「報告・決起集会」が持たれました。支援する会市木代表から提訴後 6年

7 ヵ月の闘い・亡くなられた方への誓いが熱く語られ、田川英信さんの講演を受けて、各界からの

連帯挨拶、原告からの決意表明、うたごえのひとときと、裁判勝利に向けてのさらなる奮闘を誓い

あう場となりました。 

現在、裁判官への公正判決を求める署名は、7000筆近くまで到達しました。熊本地裁判決に続い

て勝利判決をかちとるために、目標である1万筆の実現に向けて支援の輪を広げていきましょう。 
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●「生活保護減額は違法」熊本地裁・原告勝訴判決！！  

5月 25日、熊本地方裁判所は、熊本県内の生活保護利用者 36人が訴えた「生活保護基準引き下

げ違憲訴訟」で、減額は生活保護法に反するとして、処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡しま

した。全国の同種の訴訟10件目の判決で、処分を取り消したのは、昨年2月の大阪地裁判決に次ぐ

歴史的な勝訴判決であり、この間の地裁不当判決を乗り越えた画期的な判決です。 

国が2013年 10月から3年間行った生活保護減額は、生存権を保障した憲法25条に反するとし、

全国29都道府県で1000人近い原告がたたかっています。 

熊本地裁判決は、大阪地裁の「デフレ調整に対して統計等の客観的な数値等との合理的関係性や

専門的知見との整合性を欠く」としたのに加え、「ゆがみ調整」についても大臣の過誤欠落があると、

一歩踏み込んだ内容でした。連続して保護基準を引き下げてきた当時の安倍政権の社会保障削減政

策を正面から問うものです。原告・弁護団は、国、被告処分庁（福祉事務所）に控訴を断念し、速

やかに判決を確定することを要求しています。 

 

（３）年金違憲訴訟結審！！ 7月 27日判決 

2 月 7 日、東京地裁で神奈川年金違憲訴訟の口頭弁論が行われ、6 年間にわたった裁判が東京地

裁で結審しました。結審後に裁判長は「（判決まで）少しお時間をください」と述べて、判決日を7

月 27日に指定しました。 

事前の地裁前集会では、神奈川労連の住谷議長が「社会保障を拡充するとともに、税金の使い方

を変えさせるためにも裁判に勝利しよう」と連帯あいさつ。25条共闘をともにとりくんできた生活

と健康を守る会からも激励のあいさつがあり、原告団の代表が決意を表明しました。 

裁判では、原告側の弁護士や原告が最終意見陳述を行いました。原告の杉沢さん（年金者組合県

本部前委員長）は、「裁判長。『減り続ける年金』をくいとどめるのは、裁判所の公正な判決です」

と力強く訴えました。年金引き下げに対する同様の裁判は、全国の39地裁に提訴され闘われていま

す。すでに30地裁で判決が出され、いずれも極めて不当な判決となっていますが、低年金の実態が

社会的に明らかになり、裁判所の対応にも変化が生まれています。 

裁判後の報告集会で、高橋弁護士は「神奈川の裁判はそもそも年金制度が、自らのために保険料

を積み立てる方式なのか、現役世代が年金給付額を負担する賦課方式なのか、を主要な争点として

闘ってきた。神奈川独自の主張であり、コピペ判決を書くことはできず公正判決を勝ちとる可能性

はある。運動を広げて勝利しましょう」と呼びかけました。 

勝利判決を実現し年金削減を止めるために、「公正判決署名」などへの協力をお願いします。 

 

（４）建設アスベスト訴訟 国との勝利和解が実現 

●神奈川2陣 最高裁で建材企業に勝利確定 

2020年 8月に東京高裁で勝利し、最高裁に上告されていた神奈川2陣訴訟は、2月9日、最高裁

が、建材メーカー3社（ニチアス、エーアンドエーマテリアル、ノザワ）の上告を不受理とし、原告

44人中 38人について勝利が確定しました。残る 4人は解体作業についての建材メーカーの責任に

ついて 3月 28日に弁論を開きその後判決となります。また 2人は高裁での敗訴が確定しました。

今回の決定は、建材メーカーの責任割合を高い水準で認めた東京高裁判決を最高裁で確定したこと

に大きな意味があります。 

神奈川2陣原告団長の望月道子さんは、「建材メーカーは私たちの前で謝罪してほしい」、鍵山知

栄さんは「建材メーカーは全面解決を決断してほしい」と記者会見で訴えました。 

同じ日に、九州1陣訴訟についても最高裁は建材メーカーの上告を不受理とする決定を出し原告

勝利の福岡高裁判決が確定しました。九州1陣訴訟の決定は、外装材メーカーの賠償責任を認める
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内容で、賠償責任を負う建材メーカーが広がりました。これらの最高裁決定は、私たちの求める完

全な補償基金制度の確立（建材メーカーが国の賠償給付金制度に拠出する形での解決）に大きな後

押しとなります。国との関係では、2陣原告全員が最高裁での和解が予定されています。 

●神奈川1陣 差し戻し審で国と和解、神奈川3陣 地裁で国と和解 

神奈川 1陣訴訟は 5月の最高裁判決で 20人が勝訴確定し、50人が勝利を前提に高裁に差し戻さ

れていました（4人は敗訴）。1月 28日、東京高裁で開かれた差し戻し審で、34人の和解が成立し

ました。残る16人は次回3月25日に和解が成立する見込みです。 

一方、建材メーカーとの関係では、22人が差戻しとなり、2月 10日に東京高裁で第 1回目の差し

戻し審が開かれました。企業は最高裁判決で確定した争点を再度主張し裁判の引き延ばしともとれ

る姿勢を示しています。 

3陣訴訟は1月26日、横浜地裁で29人中16人について、国との和解が成立しました。残る原告

の多くも和解が成立する見込みです。今後は建材メーカーの責任範囲や屋外作業者の救済などを争

点にすすみます。 

●全面解決求め「国会請願署名」に取り組む 

国との関係で残された課題（①屋外作業の救済、②救済される従事期間の拡大、③20 年の時効）

の解決と、建材メーカーに賠償責任を果たさせるため、賠償給付金法を改正し、救済範囲の拡大と

建材メーカーの費用負担を求める国会請願署名に取り組みます。全面解決にむけて、法廷内外での

建材メーカーとのたたかいが山場を迎えます。 

 

（５）子どもと精神障害者 2級の医療費助成の拡充を！！  神奈川県と交渉 

11月 8日、開港記念会館1号室で、保健・医療・介護分野の神奈川県との交渉を行い、12人が参

加しました。コロナ対策、子どもと重度障害者の医療費助成、国保と介護の県の取り組みついて話

し合いました。 

最大の焦点である「子どもの医療費助成の拡充」については、「市町村からも要望が出ている」が

「県財政で850億円の財源不足が生じている」、「国に対して、全国一律の制度となるよう要望して

いく」というのみで、神奈川県としての独自の努力をするという回答はありませんでした。 

具体的な前進面としては、精神障害者 2 級の医療費助成について一昨年 12 月の県議会で請願採

択されたことを受け、9月15日～10月 15日に、当事者と家族に生活実態調査を行なったとの報告

を受けました。調査の結果から、支援拡充の必要性について市町村と検討していくと回答しました。 

12月 20日、「いのちとくらしと雇用・営業を守る神奈川県市民実行委員会」は、11月の各分野の

交渉を受け、神奈川県に重点要求書を提出しました。保健・医療・介護分野は、子どもの医療費助

成の拡充と、重度障害者医療費助成制度の精神障害者 2級の医療費助成の拡充に絞り込んだ要求を

提出しました。子ども医療費助成では、「小児医療費助成の補助基準を、対象年齢の拡充をはじめ、

小児医療費助成制度を拡充・改善に向けた検討に踏み出すこと」とし、「小児医療費助成が優先対策

とならない理由と、補助基準を拡充した場合の試算」を要求としました。 

重度障害者医療費助成制度については、「精神障害者は 2級まで通院・入院ともに補助対象とする

こと」とし、「9月 15日から 10月 15日までの実態把握調査の分析結果の内容と今後の検討スケジ

ュールを知らせる」ことを要求としました。重点要求に対し、3 月に回答がありましたが、具体的

な進展がありませんでした。 
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（６）横浜市・障害者移動支援事業 当事者団体の活動中の利用可能に！！ 

4月14日、横浜市の障害者移動支援の改善についての懇談が行われました。懇談には、当事者で

ある上野さん（神奈川肢障協）、平松さん（神奈川肢障協）、大羽さん（浜家連）、大友さん（横浜市

精連）と根本（県社保協）が参加しました。対応したのは、西野均障害福祉保健部長、今井智子障

害自立支援課長、東宏子移動支援係長。 

まず、要望し続けてきた障害者の移動支援事業について、今年度から、当事者団体の活動中の利

用可能との運用に整理したという、以下の回答を得ました。 

障害当事者団体活動時の外出支援（同行援護・行動援護・移動支援）の利用について 

これまで、利用者の方からも度々お問合せをいただいていた、障害当事者団体活動時の同行援護・

行動援護・移動支援の利用について、以下のとおり改めて運用を整理しました。 

【障害当事者団体活動時の外出支援の利用について】 

本市と障害当事者団体は、本市の障害福祉施策・事業を進めていく上で協働して取り組むべき関

係であり、市としても団体活動への支援が必要であるという立場から、障害当事者団体の団体活動

に伴う外出支援（同行援護・行動援護・移動支援）については、活動場所までの送迎を含め、活動

中についても利用可能とします。 

障害当事者団体の会議等は必要不可欠な外出として、団体のレクリエーションなどは余暇として

外出支援を利用できます。 

要綱は変えずに、移動支援の利用の手引き第7版の「対象とならない外出」の「主な例」から「団

体活動の一環として、団体が経費を負担して実施する行事目的の外出（有志など、参加者の参加費

のみでまかなわれるものは可。また、集合・解散場所までの送迎は可）」という文面を削除し、第 7.5

版としました（4月 4日更新）。2年がかりで要望し続けてきた移動支援事業の当事者団体の活動中

の利用が実現しました。 

●横浜市の移動支援事業の改善に向けた取り組みの経過 

 横浜市の障害者移動支援事業は、当事者団体の活動への移動支援事業は往復の交通は支援するが、

活動中は支援しないこととなっており、県社保協の一員である障神奈連加入の神奈川県肢障協の

活動中も対象外となっていました。その改善を求めて、一昨年の8月から神奈川肢障協と障神奈

連で横浜市と交渉してきました。 

 しかし交渉で打開できないため、全国肢障協、浜家連（横浜市精神障害者家族連合会）などの参

加で相談会を開催し取り組みの方向を探ってきました。神奈川県の市町村と全国の政令市、東京

の特別区の状況について調査するなどし、横浜市が他都市と比べて遅れていることが判明しまし

た。 

 そこで、この取り組みへの賛同を広げることと、市会議員への要請をすすめていくこととしまし

た。相談会に、浜身連（横浜市身体障害者団体連合会）、横浜市精連（横浜市精神障害者地域生活

支援連合会）が新たに参加し、自民党議員に要請・懇談できました。昨年10月に横浜市議会で自

民党議員が質問し、障害福祉保健部長から「検討する」との答弁を引き出しました。今年 1月に

は、障害福祉保健部長との懇談が実現できました。 

 

（７）「補聴器助成」厚木市・清川村に続いて、相模原市・愛川町でスタート 

年金者組合は、「二大陳情運動」として「加齢性難聴補聴器の助成」を、神奈川県・全県の市町村

議会に陳情提出し、大和市、座間市、葉山町、中井町、松田町（趣旨採択）などで陳情が採択され

ています。厚木市では、すでに補聴器の購入費のうち 1万円助成が実施されており、新たに清川村

が昨年7月から厚木市と同様の助成制度を実施しています。 
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そして今年、相模原市と愛川町で助成制度がスタートします。両自治体とも補助の上限は2万円

です。相模原市は、国のモデル事業として7月から補聴器の実証を始め、対象は住民税非課税の人

ということ。相模原社保協では、署名運動を展開して市に要請した結果の成果ですが、活用が少な

いのではと心配しています。 

 

（８）民医連が神奈川県に「高齢者のエアコン購入等の費用助成」を要望!! 

7月16日、神奈川県に、県社保協と高齢期運動連絡会の連名で、右記の内容で「高齢者のエア

コン購入等の費用助成」について、下記の内容で申し入れました。 

① 名古屋市では、2021年度の事業として、高齢者がエアコンを購入する際の費用助成制度を開始し

ました。東京都の荒川区、狛江市でも同様の助成制度が設けられています。神奈川県として各市

町村に、これらの取り組みを参考にして、エアコンが設置されていない高齢者世帯に対して、購

入または修理する場合の費用を助成する制度の早急な設置を要請してください。 

② 神奈川県として、高齢者世帯のエアコン設置・修理のための生活資金の緊急貸付を行うなど人命

最優先の対策を講じてください。 

県からのお話しは、「名古屋市の助成について指摘されているが、全国的にも（例えば前橋市）助

成制度がある」。「今回の申し入れ内容は、生活援護課、高齢援護課等に伝える」。「県として、高齢

者や生活困窮者などへの熱中症対策はすすめなければ考えている」。「今年は予算措置が間に合わな

いが、来年に向けて検討したい」と回答しました。民医連は、6 月末に横浜市に同様の申入れをし

ています。 

 

７．全県一斉宣伝行動、神奈川国会行動の取り組み 

（１）4.12～13全県一斉宣伝・西湘キャラバン 73人参加!! 

4 月、県内約50カ所で「税・社会保障の一体改革反対・全県一斉宣伝行動」が行われました。4 

月 12 日・13日には、大磯町、二宮町、箱根町、真鶴町、湯河原町、中井町、大井町、開成町、南

足柄市、山北町、松田町の11市町で、キャラバンでの署名宣伝行動を行いました。 

地元から町会議員、新婦人や民商の会員さんがかけつけ、参加者は延べ73人にのぼり、チラシと

ティッシュ1250セットを配布。消費税率5%に引き下げ署名19筆、憲法改悪に反対する署名9筆、

いのち署名3筆が寄せられました。「消費税5%でなく、ゼロにしてほしい。本当に値上げで大変」。 

ウクライナの報道に「こわい。戦争はダメ。憲法かえるの絶対ダメ」などの声が寄せられました。 

税と社会保障の一体改革反対の全県一斉宣伝行動は、4月、6月、9月 12月の年 4回行っていま

す。今年度は、コロナ禍で大変な中でしたが、年4回実施しました。地域社保協の多くが、月単位

での定例宣伝行動を行っています。 

4 月 25 日、伊勢佐木町商店街で定例の宣伝署名行動を行い、暑い中 6 団体 21 人が行動に参加

し、27 人分の消費税を5％に戻せ署名を集めました。宣伝ティッシュは1 時間の行動で、750を配

布しました。 

（２）3.23神奈川国会行動 59人参加!! 

3 月 23日、「軍事費削って、くらし、福祉と教育にまわせ」神奈川県大運動実行委員会は、衆議

院議員会館で集会を行いました。神奈川の国会行動は 1月に実施し、2月はコロナ禍で中止しまし

た。今回の国会行動は、10団体59人が参加し、地元国会議員への要請を行いました。75歳以上医

療費窓口負担2倍化中止の国会請願署名2491筆提出しました。 

集会には、立民、共産、社民の各党議員に国会情勢の報告をお願いし、共産・田村智子参議院議
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員が駆けつけていただきました。 

田村議員は、国会審議の状況やウクライナ情勢に触れつつ、戦争は国際秩序を乱し、病院や原発

と民間人への攻撃は非法行為。核兵器による威嚇は核兵器禁止条約に反する蛮行と厳しく批判。国

際ルールに反する行為に乗じて、維新の会は軍事費をGDP比 2%へ拡大、敵基地攻撃の強化、アメ

リカの核兵器の共有を主張、自民党は非核三原則の見直しに言及したことを、憲法に背く発言で「国

会議員を続ける資格はない」。コロナ禍やウクライナ危機でくらしや営業が困窮し、物価高騰の中

で、「消費税を 5%に引下げることが何よりの経済対策」。安倍首相や自公政権は減税で賃金引上げ

と 8年間も言い続けたが全く効果なく、大企業の内部留保と富裕層を拡大しただけ、内部留保に課

税して社会への還元が求められていると不公正税制の解消とともに国会で議論を促進すると述べま

した。 

各団体の運動交流では、「民主的税制を求める街頭宣伝を続けている。仕事と生活の実態を国会議

員に訴える（建設労連）」、「ロシアを攻撃せよ、9条は昭和の遺物に対して平和を求める世論づくり

が必要（原水協）」、「急激な物価高騰で見積時の単価のまま仕事をすると赤字（神商連）」、「保健所

などの公衆衛生職場は限界を越えている。月200時間以上残業している。それでも国民のいのちが

守れない（自治労連）」、「年金引下げは現役・青年労働者と高齢者の問題。年金裁判の支援を（年金

者組合）」、「いつでも、どこでも生活改善と平和を守るデモを各支部で取り組み、改憲反対署名で対

話促進している（新婦人）」、「ケア労働者の賃金は全労働者賃金より8万円低い、政府の9千円の賃

上げ交付金では足りない。3 月 10日には保育園でストライキ実施（福祉保育労）」と報告があり、

参議院選挙で改憲勢力を減らし憲法を守りいかす政治に転換しようと閉会し、地元議員国会 49 人

に要請しました。 

神奈川国会行動は、昨秋の臨時国会ではコロナの影響で 12月 15日のみでした。今年の通常国会

は、1月 19日、3月 23日、4月20日、5月 18日、6月8日の 5回行いました。毎回、50～70人が

参加し、地元国会議員に要請しています。 

 

８．消費税ネットワークの取り組み 

（１）インボイス制度の問題点と打開策を考える 消費税ネットシンポ 

9月24日、消費税を含めた税のあり方を考えるネットワーク（消費税ネット）は、10月から申請

の届け出が開始されたインボイス制度（適格請求書等保存方式）の問題点と打開策を考えるシンポ

ジウムを開催しました。会場参加34人、ZOOM視聴50ケ所で、約100人が参加しました。 

益子良一さん（元東京地方税理士会副会長）が、「インボイス制度のしくみと問題」を講演しまし

た。「インボイス制度は2023年 10月 1日からの施行だが、この10月から申請の届け出が開始され

る」。「インボイス制度が導入されると、インボイスを交付できない者からの仕入れは『課税仕入れ

に係る消費税』を控除できない」。「インボイス制度の導入は地域経済に大きな混乱と打撃を与えか

ねない」と警鐘を鳴らしました。「消費税の仕組みから免税業者は取引先から排除される」。「設備や

事務手続きに過大な負担が生じ小規模事業者にとっては存続にかかわる問題」と指摘しました。 

その後、建築業、運送業、商店主、農業の方が発言し、各政党（公明党、立憲民主党、日本共産

党、社民党）からのビデオメッセージ、討論、質疑応答を行いました。益税対策とされていること

にたいし、益子さんは「法人税、所得税は払っている。益税という実態はない」と回答。保険医協

会の田所生利理事（歯科医）が「インボイス制度は開業医も影響を受ける。保険医協会としても問

題としていく」とあいさつし閉会しました。 

（２）消費税は社会保障のためって本当？ 消費税ネット学習会 



27 

 

4月16日、消費税を含めた税のあり方を考えるネットワーク（消費税ネット）は、唐鎌 直義（佐

久大学特任教授）さんをお呼びし、「消費税は社会保障のためって本当？－消費税率の引上げと社会

保障のレベル－」という学習会を開催しました。会場に 40人が参加し、25ケ所でZOOM視聴され

ました。 

唐鎌さんは、「本来、税負担率はその人の稼得力を表す所得額を基準として測られるべきなのに、

消費額を基準にしている点に消費税の『公平性』の欺瞞が隠されている」とし、消費税が高所得層

に有利で低所得層には厳ししい税制と指摘しました。そして、「日本の社会保障の現状は先進工業国

に比べて、かなりお寒い状況にある」。「かつて『ギリシャ、トルコ並み』と評したことがあるが、

今でも福祉国家とはほど遠いレベルにある」と、消費税が社会保障のために使われていないどころ

か、国際的に極めて低いレベルにある。「フランス並に引上げることを希望するが、その場合は年に

74兆円追加しなければならない。引上げ率は50.5％にもなる」と指摘しました。参加者からため息

がもれました。先進工業国との比較から分析されて非常にわかりやすく、運動の方向性も示唆して

いただきました。 

以 上 
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月 日 曜日 機関会議等 時間 会場

7 1 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室 10参議院選挙投票日

8 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室 27神奈川年金違憲訴訟・東京地裁判決

31県民要求連絡会夏季討論集会

8 5 （金） 14:00 保険医協会会議室 3中央社保協総会

22 県民連・神奈川県への要求提出

下旬 後期高齢者医療広域連合議会

9 2 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

9 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室 全県一斉宣伝行動

（9～10月　介護のつどい） 17～18　中央社会保障学校inちば

10 7 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

14 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室 17神奈川生存権裁判・横浜地裁判決

30介護全国学習交流集会

11 4 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室 11介護・認知症なんでも電話相談

11 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室 23地域医療を守る運動全国交流集会

19 (土) 国保交流集会 23～24日本高齢者大会in京都

12 2 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

9 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室 全県一斉宣伝行動

1 6 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

13 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室

2 3 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

10 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室

2022社会保障学校

3 3 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

10 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室

後期高齢者医療広域連合議会

4 7 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室 全県一斉宣伝行動

14 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室

5 12 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

19 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室

6 2 （金） 常任幹事会 14:00 建設プラザ3F会議室

9 （金） 幹事会 14:00 保険医協会会議室 全県一斉宣伝行動

17 （土） 2023年総会 13:30

全県の取り組み・中央の取り組み

県社保協 2022年度の機関会議等の日程（案）　
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