
 

はじめに 

＝＝震災が明らかにした「構造改革」路線の破たん、国民のいのち

とくらしを大切にする政治へ転換させるための大運動を＝＝ 

この 1年間、私たちは、人権としての社会保障を断固守り抜き、憲法 25条が活かされる
社会をめざし運動をすすめてきました。社会保障制度の抜本拡充を求め、いま開催中の通

常国会を「社会保障国会」と位置づけ、後期高齢者医療制度の廃止をはじめ、社会保障の

諸制度の改悪に反対する運動をすすめてきました。また、前総会では、構造改革が広げた

格差と貧困の深刻な実態から、「いのちを救う緊急行動」を提起し、貧困の根絶を求め、国

保問題を中心に運動をすすめ、「構造改革」路線の転換を求めてきました。 
「国民生活が第一」のマニフェストを投げ捨て、急速に「構造改革」路線に回帰した菅

内閣は、国民の信頼を失い、献金問題もあいまって追いつめられていました。社会保障改

悪でも、介護保険制度改悪で大幅な負担増計画は盛り込めず、国保改悪案の提出を見送る

など思い通りの進行を許してはいませんでした。 
 その通常国会の最中、3月 11日に東日本大震災が発生しました。 
中央社保協加盟の各団体は、労働組合、医療、福祉、介護、保育、障害者、中小企業、

自治体、年金など各団体がみずからの構成員を含め被災住民、地域の救援･復興にいち早く

たちあがりました。それぞれの存在意義を発揮しての活動・奮闘は特筆されるべきもので

あり、心からの敬意を表します。 
 未曾有の大震災から３ヶ月。死者 15,310人、行方不明者 8,404人、避難者 100,527人（6
月 1日現在）。いまだに 8,000人を超える行方不明者がおり、10万人を越える人々が避難生
活を余儀なくされています。福島原発事故は収束のメドどころか、日に日に事態は悪化し

ています。政府の復旧・復興への対策や被災者への支援を「評価しない」と考える人が 5
割を超えます。原発事故への対応は 7割以上が「評価しない」としています。 

6月2日には、自公が内閣不信任案を提出し衆議院で否決されるという事態が起きました。
与党時代の反省もなく、確固たる展望もないまま不信任案を提出した自公両党と、それに

一部が同調し内紛を繰り広げる民主党も、国民と被災者そっちのけの無責任さをさらけ出

しました。前首相が元首相を「ペテン師」呼ばわりする政治状況に国民の多くがあきれて
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います。 
 さらに許されないことは、火事場泥棒的に、地域主権改革一括法や介護保険改悪などを

わずかな審議で押し通し、「税と社会保障の一体改革」と称して、財界言いなりに、際限の

ない消費税増税と社会保障の切り捨てを同時に押しつけるようとしていることです。 
 
３・１１の未曾有の大震災の発生と原発事故を契機に、この国のあり方、政治のあり方

が問われる大きな転換期の情勢、つばぜり合いの情勢になっています。 
大震災・津波、原発は、震災前の私たちの進路めぐる２つの道の対決をいっそう明確化、

顕在化させました。復興が最優先課題とされる中で、「格差と貧困の拡大」を生み出した「構

造改革」路線のいっそうの推進か、憲法の生存権保障にもとづく「福祉と防災の国づくり」

を進めるのか、が大きく問われています。また、福島原発事故での政府や東電の対応に対

する批判、「安全神話」の崩壊、「原発で命を守れない」などの原発政策をめぐる世論の変

化など、深部の所での変化が起こっています。 
一方、統一地方選挙の結果やこの間の世論調査にも表れているように、民主、自民の二

大政党からの離反が進み、国民本位の新しい政治を模索する流れが顕著になっています。

戦後最悪の国難を通じて国民が真実の政治とは何かを考える新しい局面がつくりだされて

います。国民は国のあり方を考え始めています。 
地震と津波は、医療崩壊の最もすすんだ東北をおそいました。新自由主義、構造改革の

下で貧困が加速し、自治体リストラがすすんで地域の力が失われていました。原発の「安

全神話」は、完全に崩れ去り、かつての推進論者からも見直し論が語られています。いの

ちをまもるために、どうしなければならないかを模索し、原発でもずっと危険を指摘して

きた人たちがいたことが衝撃的に語られ、日本は変わらなければダメだ、の声が老若男女

を問わず高まっているのです。まさに社保協が掲げてきた、一人ひとりの生存権を守り、

憲法を生かして社会保障、福祉、暮らしを守っていくたたかいが、新たな段階に入ったと

いえます。 
財界と米国の要求に従って「構造改革」路線への傾斜を強めてきた民主党政権に対して、

国民的運動を強め、政権交代の原点である「国民の生活が第一」という姿勢に立ち返えら

せ、社会保障の充実をめざします。 
国全体が力を合わせて未曾有の事態を乗り切るためには、震災からの日本全体の復興を

求める国民的大運動が必要です。 
 復興をめぐっての「構造改革」路線の推進を許さず、「税と社会保障一体改革」の白紙撤

回、消費税増税反対、ＴＰＰ参加反対の旗を掲げ運動をすすめます。 
 具体的には、以下の要求を掲げて、復興のための第２次補正予算、来年度予算の編成に

向けて、運動を推進します。 
第５５回総会では、①この１年間の活動総括とその教訓、とりわけ３・１１以降の転換

期の情勢に対する認識とそれへのたたかい方針を共有する、②戦後最大の災害からの復

旧・復興と医療・社会保障の拡充を一体のものととらえて、今後の課題を明確にすること、

③その方針の先頭に立って奮闘する新役員を選出することにあります。  



１，情勢の特徴と課題 

大震災からの復興をめぐって、どのような方向で「福祉と防災の国づくり」を進めるか

が問われています。復興には国の役割が決定的であり、政治のあり方が本格的に問われて

います。 
 震災からの復興にとって必要なことは、第 1 に何よりも被災住民の生活再建を最優先に
すること、第２に復興計画は上からの押し付けではなく、住民の合意によるものとし、そ

の実施には国が責任を持つことです。このことを進める上で重要な視点は、社会保障の拡

充と税制の改善により、「構造改革」路線により歪められた所得再配分機能を回復させ、「格

差と貧困の拡大」に歯止めをかけることにあります。 
 しかし、現在、菅内閣が進めようとしていることは、消費税増税に道を開く「社会保障

と税の一体改革」や「社会保障と税の共通番号制」の導入など、震災を口実にした「構造

改革」路線のいっそうの推進です。環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）についても、６
月決着の予定は先送りしたものの引き続き参加を検討する姿勢は崩していません。通常国

会では、ナショナルミニマム保障への国の責任を放棄する「地方主権改革」法がすでに成

立、介護保険改定法案も今国会での成立がねらわれています。子ども・子育て新システム

の動きも急です。さらに、震災を理由に、こうした政治路線を強行するための大連立の動

きも模索されています。 
 こうした情勢の下で、今後の運動の基本的構えとしては、①生活再建と住民合意を最優

先にした震災からの復興を求める、②これと一体のものとして、震災を契機に日本全体の

景気悪化が進むもとで、医療・社会保障の拡充、能力に応じた税と社会保険料負担の確立、

雇用改善を実現する国民的大運動を広げる、③原発依存のエネルギー政策の抜本的転換を

求める、ことです。当面の具体的要求としては、「社会保障と税の一体改革」の成案とりま

とめや復興計画の策定を理由に、８月に先送りされている第２次補正予算を今通常国会を

延長してでも、早期に成立させることを求めていきます。 
 また、「税と社会保障一体改革」が、６月２０日にもとりまとめを行おうという情勢の下

で、自助・自立、自己責任、互助を基本とする社会保障のあり方に対する批判を強め、検

討会議の白紙撤回、消費税増税反対、給付削減ありきの制度改革案づくり反対の声をあげ

ていきます。 
 
 
１）生活再建と住民合意を最優先にした震災復興を 
（１）住民が主体の復興プランの作成を 
地震と津波は、医療崩壊がもっともすすんだ東北を襲いました。また超高齢化がすすむ

中で起きた震災でした。東北地方は貧困という点でも加速していた地域です。震災後、リ

ーマンショック以上の失業者を生み出しています。倒産する中小零細企業も多く、失業者

は岩手、宮城、福島の３県だけで１００万人を越えています。 
「持続可能性」「効率化」の名で、社会保障を削り、医療機関を統廃合し、介護施設をつ



くらず、公務員を削ってきたことのツケが、震災後の救命、復旧、復興なのかでさまざま

な問題を引き起こしています。 
避難所生活の格差や、すすまぬ仮設住宅の建設など行政の対応が批判されています。 
被災地では、一日も早い生活の再建が待たれています。地元自治体や住民が何とか踏み

とどまれるような主体となった復興プランの策定が必要です。そのなかで、社会保障の拡

充こそ、くらしの安心が展望できる希望の灯です。 
 
（２）震災を口実に新たな利権をねらう財界 復興計画は住民合意で 
 ４月 30日に開かれた政府の復興構想会議の第３回会合では、経済３団体から意見を聴取
しまた。経済同友会は、「国際競争力のある国内外に誇れる広域経済圏の創成をめざす」と

して、東北地方を道州制のモデルとする、公共サービスの民間開放と規制緩和、農地の大

規模化と法人経営の推進、漁港の拠点化など「大胆な構造改革」を求めました。日本経団

連は、消費税増税に向けた「社会保障と税の一体改革」の着実な遂行、環太平洋戦略的経

済連携協定（TPP）への参加を要求しました。関西広域連合の動きを含めて、震災を口実
にして規制緩和と医療など公共サービス提供における国の責任を大幅に軽減する「総合特

区」や道州制導入を推進することは許されません。 
 被災県でも復興会議的なものが立ち上がり、検討が進められていますが、「創造的復興」

などの旗印の下に、大企業の利益優先での復興計画が検討されています。宮城県知事が発

表した道県復興計画も計画づくりの中心が財界であることが問題になっています。「創造的

復興」の名によるハコモノ優先の復興は、阪神淡路大震災の復興過程でも顕著となったも

ので、神戸空港の建設、大規模再開発計画などが促進される一方で、地域社会とコミュニ

ティーが犠牲にされました。 
 こうした動きに対して、被災地の産業を担う団体が、国会の場で、「TPPは絶対やめてほ
しい」（JA 青森）、水産特区は「漁業者が全員一致反対、ばかにするな」（宮城県漁協）と
怒りの声を上げています。また、宮城県では、地域住民の意思を尊重した復興計画をもと

める「復旧・復興みやぎ支援県民センター」が保険医協会などが参加して結成され、他県

でも同様の運動が起きています。 
復興計画は、上からの押し付けではなく、その地域の住民の意思を尊重し、その合意に

もとづいて作られるべきです。その実現に対しては、財政負担を含めて国が責任を持つこ

とが必要です。 
 
（３）生活再建のためには住宅、仕事、医療・福祉の確保が不可欠 
 被災住民の生活再建のためには、まず家を失った人には住居の保障が必要です。仮設住

宅の建設を急ぐとともに、現行は最高 300 万円という住宅再建の公的支援の拡充、さらに
もう借金はできないという高齢者などのために低額の賃貸公共住宅が必要です。このため

に、生活再建支援法を抜本的に改善させる必要があります。次には、仕事の保障です。農

業、漁業、中小企業の再開のための公的支援の枠組み作りや、本格的再開までの生活資金

の公的保障がされなければなりません。 



もう１つ欠かせないのは、公共サービスの再建です。破壊された自治体機能の回復、医

療・福祉・介護をはじめ保育や教育など社会保障の再建、が求められています。また、医

療費の窓口負担などの特別措置が取られたが、災害ごとの対応では後手にならざるを得ま

せん。今回の震災を教訓に、災害時にいつでも発動できる恒久的な特例措置および被災者、

医療機関等への迅速な情報提供の整備、が求められます。 
 
 
２）大震災・原発事故が明らかにした「構造改革」路線の破たん 
（１）浜岡原発の停止だけでなくエネルギー政策の抜本転換を 
 政府は、静岡県御前崎市の浜岡原子力発電所の停止を中部電力に要請、中電もこれを受

け入れ、運転を停止させました。マグニチュード８級の地震が３０年以内に８７％の確率

で起こる東海地震の震源域の真上にある浜岡原発は、「世界一危険な原発」といわれ、同原

発の停止は、当然のことであると同時に、この間の運動の成果です。地元の静岡県社保協

は、同原発の廃炉を求めて、地域の団体の共同をすすめてきました。 
 ただし、菅内閣は、浜岡原発の停止は決めたものの、停止は同原発に限られるという姿

勢を取っているだけでなく、同原発も津波対策の工事が終わり次第再開させる意向です。

毎日新聞５月 16 日付の世論調査では、「原発に頼る日本のエネルギー政策」は「やむを得
ない」31％、「原発は減らすべき」47％、「すべて廃止すべき」12％と見直しが多数を占め
ています。こうした世論を反映して、菅首相は民主党がマニフェストで掲げてきた原発依

存のエネルギー政策を見直す姿勢を示してはいますが、５月末に行われた主要８カ国首脳

会議（Ｇ８サミット）では原発について安全性を高めた上で利用継続の方針を表明してい

ます。 
 福島原発事故の教訓から現在求められているのは、浜岡原発にとどまらず、全国５４基

の原発の安全基準を見直し、新たな安全基準にもとづく安全点検を行い、問題のあるもの

は即時停止することを含め、自然エネルギーへの転換や省電力消費社会の実現に努力し、

原発依存のエネルギー政策の抜本転換を図ることです。 
 原発依存のエネルギー政策の抜本的転換を求める運動に取り組みます。また、放射線被

害の人体への影響については、政府と東電に対して放射能汚染の正確な把握と情報公開を

求めていきます。 
 
（２）人災であることを明確にし、国の責任で東電に全面賠償を 
 今回の福島原発の事故は、各方面からの危険性の指摘が以前からされていたにもかかわ

らず、地震と津波に対する備えを欠いたことによる明確な人災です。「想定外の事態」など

として東電は責任を免れようとしていますが、被害賠償の第一義的責任が東電にあること

は、原子力損害賠償法でも明確です。政府が決定した東電賠償支援の新機構は、同法にも

とづき、賠償金の支払いは第一義的に東電が責任を負い、賠償額の上限も設けていないが、

一方では税金投入や電気料金の値上げなど国民負担に転嫁する余地も残しています。原発

事故によって生じた損害は、東電がその資産と今後の収益によって補償するとともに、こ



れまで東電の事業により利益を得てきた大口株主や銀行なども負担を負うべきです。賠償

金の仮払いなどについて国が一定期間肩代わりすることがあっても、基本的には東電に全

額賠償を行わせることを明確にさせる運動が重要です。 
 「社会保障」誌夏号に、吉井英勝議員のインタビューを掲載します。大いに活用してく

ださい。 
 
（3）自治体合併・広域化、公務員リストラで進まない復興 
今回の震災は地震、津波、原発の三重苦と言われていますが、四重苦として、「自治体 
リストラ」を指摘しなければなりません。 
具体的には市町村合併による広域化と職員の非正規化の進行です。16 年前、阪神大震災
に、最も早く駆け付け長期的に支援したのは、大阪をはじめ近隣の府県の自治体職員でし

た。今回の救援・復興を一層困難にしているのは、市町村合併により市域が広域化したこ

とと行政機能が集約化され、一番大きかった自治体（市）にしか市役所が無く、さらに合

併による職員リストラで職員数そのものの減少していることです。 
 現時点で宮城県は３６自治体、岩手県は３５自治体しかありません。石巻市を例にあげ

ると２００５年に隣接する桃生町、河南町、河北町、北上町、雄勝町、牡鹿郡牡鹿町と旧

石巻市が合併しました。市域は合併によって、旧石巻市の４倍に、人口は１．３倍になり

ました。合併・広域化はもともと人口規模が大きかったところに小さいところが吸収合併

されるため、旧石巻市はそれほど状況が変わりませんが、人口が少なくて面積の広かった

自治体は非常に困難となります。 
被災者支援制度を利用するには役所で被災者証明を申請しなければなりませんが、役 
所が遠く行くことさえ困難な上に、自治体職員が少ないため申請をしても決定が遅れてお

り、義援金配分の極端な遅れもすでにおきています。 
 当面、全国市町市町村だけでなく国及び都道府県からの職員派遣が必要であるとともに、

自治体機能を復活させることと雇用促進のために被災地自治体中心に公務員増を国策とし

て進めるべきだと考えます。 
 
 
３）税と社会保障の一体改革 

給付は抑制そのうえ消費税増税のやらずぶったくり 
（１）消費税増税といっそうの切り捨てを同時に押しつける「改革」案 
社会保障と税の「一体改革」に関する「集中検討会議」（議長・菅直人首相）が 6 月２
日、社会保障「改革」案をとりまとめました。 
この案は、「社会保障の機能強化」というみせかけとは裏腹に、際限のない消費税増税

と社会保障切り捨てを同時に押しつける国民代負担増の計画となっています。社会保障の

「重点化・効率化」を強調し、医療・介護や生活保護など各分野で給付削減と負担増を盛

り込み、国民にしわよせする方針案です。 
将来的に社会保障にかかる「公費全体について、消費税を主たる財源」にするとし、２



０１５年度までに消費税を１０％に引き上げると明記しました。将来は社会保障費の全体

を消費税でまかなうとし、２０％を超える水準への消費税大増税です。 
 低所得者ほど負担率の重い消費税を主財源に据えることは、「能力に応じて負担し必要に

応じて給付する」という社会保障の原則を根こそぎ破壊し、貧困と格差をいっそう拡大さ

せる政策です。 
 しかも、震災により日本全体の景気が落ち込んでいる中で、消費税の増税計画を打ち出

すことは、景気悪化に拍車をかける愚策です。さらに東北地方は県民所得が相対的に低い

ために平均的な消費税の負担率が所得税の負担率よりも高く、結果的に被災地に重い負担

を課す消費税は、震災復興に逆行するものです。被災地への還付などが言及されているが、

景気への全国的な悪影響を無視した議論と言えます。麻生内閣時代の税法改定で盛り込ま

れた 2011年度に消費税増税を含む税制改革を行うという計画は、白紙撤回すべきです。 
 また、「改革」案は、社会保障削減の方向を隠し、とりつくろうことに躍起になっていま

す。「高額療養費制度の拡充」「低年金者への加算」など国民の要求を一定反映した施策も

盛り込まれていますが、「外来患者の窓口負担に１００円の低額負担を上乗せ」「一定所得

以上の高齢者の年金削減」などの切り捨て策と抱き合わせです。「低所得者対策の強化」と

いいながら生活保護制度の改悪検討も盛り込んでいます。（改悪案の項目は、「情勢に関す

るメモ」の④を参照） 
 
（２）抑制路線継続を鮮明にした厚労省の社会保障改革案 
 社会保障と税の「集中検討会議」に５月 12日、厚労省が提示した社会保障改革案は、東
日本大震災を理由に「改革に当たっては、これまで以上に、給付の重点化、選択と集中、

優先順位の明確化が求められる」と提起しました。「給付の重点化」「選択と集中」とは、

自公政権時代から負担増と給付削減を合理化するために使われてきた言葉です。また、「自

助」「共助」を強調し、社会保障は国民全体の「『悲しみや負担の共有』を通じた『幸福の

分かち合い』」とまで規定。社会保障審議会が「９５年勧告」で打ち出した憲法が規定する

社会保障制度に対する国の責任を放棄した「社会保障」像よりもさらに踏み込んだ案を提

示、国が責任を持つのは救貧対策に限定する方向性を示しました。 
 国民世論を意識して負担増の具体案の提示は先送りとしたものの、医療・介護、保育、

障害の利用者負担総額に上限制を設けるとして、低所得者に配慮するかのような姿勢を示

しながら、「社会保障個人会計」につながる「社会保障と税の共通番号制」導入を求め、企

業負担軽減のために 70～74歳の高齢者医療費への国庫負担導入を掲げる一方、患者窓口負
担は２割に引き上げることを提示、生活保護については基礎年金（月額最高で６万６千円）

との整合性を理由にした支給額引き下げや医療扶助への自己負担導入を示唆しています。 
 低所得者への配慮を本気でやる気ならば、上限が高額になり適用者が限定される制度合

算総額制ではなく、例えば医療費なら年収 300 万円以下世帯の個人負担上限は医療機関ご
とに月額 1000円とするなど、個々の制度ごとに負担上限を設ける措置をすべきです。この
方式であれば「共通番号制」も不要です。 
 なお、今後「集中検討会議」で議論が進められる具体案のたたき台ともなる改革案を検



討している民主党の「社会保障と税の抜本改革調査会」に足立信也元厚労政務官が提示し

た案では、医療費窓口負担に現行の定率負担に加えて受診ごとに 100～200円程度の負担を
徴収する「受診時定額負担」制度の導入が提起されています。 
 
（３）今こそ能力に応じた税と保険料負担の原則の確立を 
 生活保護受給者が戦後の混乱期以来 58年ぶりに 200万人を突破するなど、「格差と貧困」
の広がりは深刻です。未曾有の震災という事態のもとで今日求められているのは、「構造改

革」路線により歪められた社会保障と税の所得再分配機能を元に戻すこと、つまり能力に

応じた税と保険料負担の原則を確立することです。震災復興に必要な予算だけでも、１６

兆円とも２５兆円といわれており、この確保のためには、長年の法人税減税により大企業

がため込んだ巨額の内部留保を社会還元させるべきです。労働総研の試算によると、資本

金１億円以上の企業の内部留保は３１７兆円で過去１０年間に１２７兆円も積み増し、そ

のうち現金化が可能な有価証券などの資産は９９兆円でこの２年間だけでも１６兆円増加

しています。大企業が、この資金を使って通常の国債のような金融ルートに乗せない震災

復興特別債の引き受け手となれば、国債の信用低下にもつながらずに財源確保ができます。 
 
  
４）分野ごとの情勢と課題 
 不信任案の可決を乗り切った菅内閣は第２次補正予算案などを口実に、通年国会的な大

幅会期延長をすすめる可能性があります。延長国会ならびに来年の通常国会では、社会保

障の具体的な改悪案が提出される可能性があります。うごきを機微につかみ、必要な反撃

を行います。 

 また、介護保険の第５期介護事業計画づくり、国保広域化や保険料値上げ反対、地域医

療の再生、地域主権改革による保育や介護の施設・運営基準の見直しなど、それぞれの自

治体での個別課題での取り組みが重要となります。主戦場が地域になります。 

 地域社保協の強化で地域の共同を広げ、地域からの運動をすすめていきます。 

 

（１）医療をめぐって 

 医師・看護師不足、地域医療の崩壊のなかで新たな共同が広がっています。 

 医療保険をめぐっては、窓口負担の軽減を求める声が日本医師会をはじめ、さまざまな

団体に広がっています。こうした団体との一致点での共同・共闘を広げ、「７５歳以上無料、

現役・家族の２割負担、高校生まで無料」を追求します。 
 １２年は、医療と介護の報酬の同時改定が予定されています。一層の抑制も予想されま

す。診療報酬見直しによる入院日数の短縮、外来受診の抑制などがすすめられる可能性も

あります。改定に向けての取り組みをすすめます。 
また、０６年の医療改悪による抑制策の転換が必要です。なかでも介護療養病床廃

止・削減の撤回を引き続き求めます。 

地域医療を守る運動も、千葉県社保協の取り組みなど前進しています。昨年開催した



「地域医療を守る運動全国交流集会」を１０月１・２日に都内で開催します。 
 ＴＰＰ参加問題では、公的医療分野の民間開放がねらわれています。医療や介護への株

式会社の参入や公的医療保険によらない自由価格市場の拡大がねらわれています。ＴＰＰ

参加によって、医療に市場原理至上主義が持ち込まれ、「日本の宝」ともいうべき国民皆保

険制度が崩壊させられます。株式会社の医療経営への参入や混合診療の全面解禁は、日本

医師会はじめ医療界あげての反対で、その導入を原則阻み、導入を一部にとどめています。

これがＴＰＰ参加によって、いっきにすすむ可能性があります。先取りする動きとして、「新

成長戦略」として、医療ツーリズムなどもすすめられています。 

 日本医師会をはじめ、医療関係団体は、あげて反対を表明しています。この問題でも大

きな共同を広げます。 

 

（２）後期高齢者医療制度の廃止、国保をめぐるとりくみ 

ひきつづき、後期高齢者医療制度の即時廃止を求めて運動を進めます。とくに７０歳以

上の２割負担化は、早期に実施される可能性があり阻止する必要があります。後期を人質

に国保の広域がすすめられており、これへの反対運動を強化します。 
同時に、滞納者の人への短期保険証の交付や差し押さえが強められています。高齢者の

いのちを奪う冷たい仕打ちをやめさせなければなりませんし、ましてや資格証の発行は許

されません。 
国保では、１１年の３月議会を踏まえ国保保険料の値上げ動向について、アンケート調

査を行いました。１５都県社保協から報告があり、２９８自治体の動向を把握しました。

国保料の引き上げは、９０自治体（３０．２％）、引き下げが１０自治体（３．４％）あり、

６割強が引き上げを見送っています。最高限度額のみを引き上げた自治は２３０自治体で

した。６月議会に先送りした自治体や、広域化を見越して段階的な引き上げを検討してい

る自治体もあり、引き続きの調査を継続します。 
東京 23区が、国保料賦課の住民税方式から旧但し書き方式への変更を強行しました。６
月の賦課額の通知を見て、２３区区民の大きな怒りがわき起こる可能性があります。 
無保険者の実態調査を政府に迫ると同時に、現場からの告発、とりわけ、非正規労働者、

失業者の無保険状態の告発運動をすすめ、無保険の解消をすすめます。 
 また、資格証明書を根絶させることも課題です。「悪質な滞納者であることを証明しない

限り、資格証明書の発行はできません」。機械的な発行が横行している現実を直視し、具体

的事例で資格証明書の該当者であるかを確認する運動をすすめます。 
 国保、介護、後期高齢者、年金問題を一体のものとして、「１１０番」をはじめとする相

談・宣伝活動を強めます。 
無保険者の根絶、ならびに安定的な保険運営にとって、失業や非正規労働者をなくし、

安定した雇用を求める運動が必要です。 
 国保第４４条減免を広げるとりくみをひきつづき重視します。この間のとりくみが、震

災後の窓口無料化などに結びついています。 
「国保の広域化」で「スケールメリット」は全くなく、国保財政は一層困難となり国 



保料（税）が大幅値上げとなることをしっかりと学び、国保広域化反対の運動を地域です

すめます。 

 

（３）介護をめぐって 

介護保険「改正」法案は、４月５日に国会に上程され関係者や国民への説明はほとんど

なく、震災対応で現場が追われているなかで、わずか１０時間という短時間で衆議院を通

過させ、参議院へと送られました。この非民主的な国会運営こそがまず強く抗議すべきも

のです。 
「改正案」では、「地域包括ケアの実現」や「介護福祉士等の一部医療行為の解禁」など

盛り込まれています。しかし、その具体化はいまだ「検討中」とされており、このままで

は地域や現場で人命にかかわる大きな問題を引き起こす可能性があります。 
また、利用料の引き上げや多床室の利用料徴収、保険料徴収年齢の引下げなどは、今回

の「改正案」への明記はされませんでした。これは一定私たちの運動の成果ともいえます。

撤回したわけでなく、「今後検討する」としています。今後「社会保障・税の一体改革」の

議論のなかでも議論される可能性もあり、より注視が必要です。 
１１月１１日の「介護の日」のなんでも相談活動を呼びかけます。介護労働者の処遇

改善に向け、労働組合等との連携を強めながら、取り組みを強めます。 

 めざすべき介護保険・高齢者福祉の全体像を求めて、さまざまな研究団体、学者、労

働組合等が、研究、検討を進めています。介護保険制度創設１２年を機に、思い切った

見直しと改善が求められており、家族の負担を強いるものではない安心の介護とそれを

支える職員の待遇改善等をめざして、実態に立脚した討議をよびかけていきます。 

各地のローカルルール問題について、大阪社保協の取り組みに学び各地の実状を把握

することを検討します。 

第五期介護保険事業計画は、介護を必要とする高齢者や家族の実態つかむため高齢者調

査だけでなく日常圏域調査をさせ、さらに住民参加での策定委員会を開催させて策定させ

ましょう。 

 また第五期介護保険料を引き下げるために都道府県財政安定化基金や市町村介護給付費

準備基金を全額被保険者に還元させる運動を地域ですすめていきましょう。 

 

（４）年金をめぐって 

 「社会保障と税の一体改革に関する集中検討会議」で、厚生労働省は、年金「改革」案

を示しました。最低保障年金制度については、環境整備や議論のために「一定の準備期間」

が必要として先延ばしをし、当面の改善として、被用者年金の一元化、厚生年金の適用拡

大、受給資格期間の短縮、低所得者への年金加算および高所得者の減額、第３号被保険者

制度の廃止、などを検討するとしています。重大なのは、「年金財政の持続可能性の確保」

と称して、支給開始年齢をさらに引き上げることや、デフレ経済下でも「マクロ経済スラ

イド」を使って年金引き下げができるように検討するなど、給付の削減が大きく打ち出さ

れていることです。年金を口実にした消費税増税もいよいよ重大になってきます。高齢者



の立場からは、現在の無年金・低年金者への所得をどう保障するかが、大きな問題です。 

消費税増税によらない最低保障年金の１日も早い実現、無年金・低年金者には、当面、せ

めて基礎年金の国庫負担分３．３万円の支給を求めて、声をあげていく必要があります。

今でも低い年金の切り下げには断固反対していきます。 

 

（５）日本年金機構の現状 
社会保険庁改革とは、社会保険行政を強引に民営化する攻撃です。民主党政権は、前政

権が敷いたレールを引き継ぎ、2009 年末に社会保険庁を廃止・民営化しました。翌 2010
年１月に日本年金機構を発足。これと一体で、社会保険庁で働く職員５２５人を分限免職

（整理解雇）しました。複雑な年金制度の運営や、年金記録問題の解決のためにも、経験

ある職員が必要にもかかわらず、社保庁時代より定員削減の合理化をすすめ、民間からの

新規採用を行う一方での乱暴な解雇です。それから１年５カ月、日本年金機構の業務運営

は今も停滞し、事務処理誤りも続いています。年金制度の習熟した職員を大量解雇した結

果です。新規採用者からの退職も続き、依然として欠員状態です。年金機構の職員の内、

正規職員は半数以下、非正規職員が全体の６割です。民営化によって、国家行政組織から

離れ、直接権限を持たない組織での業務運営は、サービス後退、業務混乱の要因となって

います。安心できる年金制度を確立するためも、不当解雇を撤回させなければなりません。 
  

（６）子育て、保育 

 保育所に子どもを預けたくても保育所が足りないという問題は、雇用情勢の悪化ととも

により深刻になっています。保育の現場では子どもの発達に必要とされる国の定めた最低

基準ギリギリまで子どもを受け入れる努力をしても間に合いません。そんななかで、政府

は地域主権改革推進法を強行し、国の最低基準をなくし、基準を各自治体が決めることと

しました。このまま黙っていると詰め込み保育がさらにすすみます。一方で「子どもの健

やかな発達には現行以上の施設・職員の増員が必要」と、運動を推進する可能性もありま

す。各地域での運動が重要になっています。 
さらに政府・厚生労働省は保育の公的責任を投げ捨て市場化し、利用者と事業者の直接

契約を前提とする「子ども・子育て新システム」を６月末にまとめるとしている「復興構

想」と「社会保障・税一体改革」の目玉のひとつとしてまとめ上げようとしています。 
 その姿勢の表れとして、５月２５日～２７日の３日間で新システムにかかわるワーキン

グチームの議論が立て続けに行われています。 
 子ども手当は、震災復興財源を口実に減額されました。扶養控除の廃止が先行しており、

実質的な増税になります。マニフェストの不実行としても追求されなければなりません。 

 

（７）障害者分野 

  障害者分野の２０１０年度は、障害者自立支援法の廃止と新法制定を求めた「１０．２

９大フォーラム」「障害者自立支援法違憲訴訟」など、多くの障害者・関係団体との共同で

切りひらいた「障害者制度改革」において、障害者基本法改正、新法制定等を具体化させ



る重要な１年でした。しかし、突然の東日本大震災の発生が事態を一変させ、被災障害者

支援と「障害者制度改革」の両面での運動が求められました。 

  被災障害者支援では、ＪＤＦ（日本障害フォーラム）による共同支援センターを宮城・

福島に設置し、震災以降、連日の支援活動を続け、政府対策本部・東電への要請等を強め

ています。 

  「障害者制度改革」では、障害当事者参加による「障がい者制度改革推進会議」「総合福

祉部会」での議論の一方で、障害者自立支援法「改正」法案の強行成立（２０１０年１２

月３日）、障害者基本法「改正」法案の閣議決定・国会提出（２０１１年４月２２日）が強

行されました。自立支援法「改正」では、同法の延命をねらう旧政権に民主党が同調して

の強行であり、基本法「改正」では国連・障害者権利条約批准に向けた最初の法改正であ

るにもかかわらず、「権利」を規定しないなど、「障がい者制度改革推進会議」の意見を無

視した動きになっています。 

  障全協は他団体と共同して、「基本合意」の完全実現と権利条約の水準にふさわしい制度

改革となるよう政府・関係省庁に対する運動を強めています。 

  障害者自立支援法廃止後の新法（障害者総合福祉法－仮称）制定に向けた検討作業が「 

障がい者制度改革推進会議」「総合福祉部会」で旧ピッチに進められています。８月の骨格

づくり、年内には法案まとめ、そして来年の通常国会に提出となっており、早々に障害者・

家族が求める新法づくりが最重点課題となっています。 

 法案の内容はもちろん、その成立に向けた手続きにおいて、この間の自立支援法「改正」・

障害者基本法「改正」の「障がい者制度改革推進会議」等を無視したやり方を許さない運

動が求められています。 

 また、２０１３年通常国会に提出が予定されている「障害者差別禁止法」の検討作業も

始まっていることから、新法同様に当事者の願いを反映した法案づくりに全力をあげるこ

とも求められています。 

  あわせて、「税と社会保障の一体改革」の動向にも注目し、「障害者制度改革」との関連

を明らかにし、国民的な共同に合流していくことも必要です。 

 

（８）生活保護をめぐって  
 生活保護利用者はリーマンショック以後も増え続け今年２月に２００万人を突破しまし

た。その特徴は、１８歳から６５歳のいわゆる稼働年齢層が増加していることです。こう

したなか、稼働年齢層からの申請を受け付けない申請権の侵害、辞退届の強要などが起き

ています。 
 厚生労働省は夏季加算の創設や近所づきあいの費用などを検討するなどとしながら、２

０１１年度には盛り込まず、生活扶助基準は下げなかったものの、物価下落を口実に年金

や児童扶養手当、生活保護の障害者加算などを引き下げたことは許しがたいことです。 
 生活保護が急増することで昨年１１月指定都市市長会は有期保護や医療費の負担を提言

しました。厚生労働省は基準の見直しのため社会保障審議会生活保護基準部会を設置し４

月から月１回のペースで審議が進んでいます。「生活保護制度に関する国と地方の協議」も



始まりました。老齢加算の廃止は、全国消費実態調査をもとに「一般低所得者世帯よりも

生活保護世帯の方が消費支出は多い」との理由でした。同じ調査で検討されれば、大幅な

生活保護基準の引き下げはさけられません。来年秋に基準部会は報告をまとめるとしてい

ますが、中間的まとめを行うこともあるとしており、来年度に改悪が強行されることも考

えられます。生活保護基準は各種制度の活用にもかかわることから、国民生活全体に影響

する課題です。 
 東日本大震災の被災者には、必要な人の緊急保護をするよう厚生労働省は３月１７日に

通知を出していますが、被災地や避難した先で申請受け付けや保護決定がされない事態が

起きています。 
義援金について「自立更生に使う部分は収入認定除外する」としていますが、精神的な苦

痛の緩和や慰労の意味があり、収入認定しないことを求めるものです。 
 水俣病の補償金（一時金）で生活保護が打ち切られている熊本・水俣、鹿児島・出水で

も同様のことが言えます。 
  
（９）生存権裁判  
 昨年の総会（６月１１、１２日）直後の６月１４日、福岡高裁が老齢加算の廃止は「『正

当な理由』のない保護基準の不利益変更にあたる」として画期的な勝利判決を出しました。

東京は高裁敗訴で原告が、福岡は被告が上告し最高裁、広島、京都が原告敗訴で控訴し高

裁、青森、秋田、新潟、兵庫が地裁段階です。昨年１２月には熊本で３人の提訴を加え、

９都府県１０３人の原告となっています。原告の多くは病気が悪化し施設に入所、入院、

外出は困難という状況になっています。一刻も早い加算復活が求められています。 
 最高裁を除く全地裁（熊本除く）、高裁で「生活保護の在り方専門委員会」に出された資

料をめぐって文書提出を申し立てていますが、青森は抗告、新潟と神戸は相手が抗告、秋

田は抗告せず、となっています。 
 福岡判決のあとの６月、１１月に国会前座り込み行動、院内集会などを行い、全議員要

請で７００人を超える衆・参議院に要請。２月にも集会、議員・政党要請、厚労省交渉を

行いました。 
 ５月に生存権裁判を支援する全国連絡会は第５回総会を開き、教宣活動をつよめ、１０

０万人署名のうち残り５０万署名、１０００万円募金と各県や地域に「支援する会」をつ

くる取りくみの強化を確認し、一翼を担う社保協の役割が求められています。 
東日本大震災・原発被害は、憲法で保障されている「生存権」の重要性を改めて再確認し、

国民の命とくらしを守る最後のセーフティネットとしての生活保護制度に対する関心が高

まるなか、生存権裁判の意義を広めるための機会でもあるといえます。 
 
 
 
 



２，１年間の活動総括の概要 

１）歴史的な社会保障国会へむけたとりくみ 
昨年秋以来、改悪法案を国会に上程させない議員ならびにいっせい地方選挙候補者らへ

の要請と世論をつくる宣伝・学習を強めました。「いのちのパンフ」を活用しての学習会や

１５日（年金支給日）の宣伝などがひろげられました。 

 国会にむけては、菅内閣総理大臣・厚生労働省・財務大臣等への「緊急抗議・要請ハガ

キ」などを集中、３つの署名（後期高齢、介護、国保）を継続し、通常国会に提出しまし

た。 
また国会開会日の１月２４日には、国民大運動実行委、安保破棄中央実行委らとともに、

国会開会日行動・恒例の国会請願デモを２００人の参加で取り組みました。行動後は、「Ｔ

ＰＰ参加で暮らしはどうなる 緊急学習集会」に結集しました。毎月の後半の国会行動に

独自の院内集会を開催してきました。 
 こうした運動を反映して、後期高齢者医療制度の廃止を人質に国保の広域化を進めるた

めの法案は今国会への提出が見送られました。また、介護保険の改悪案も、当初予定され

た大幅な負担増の部分は先送りされています。 
 また、大震災後の被災者の受診にあたっての窓口負担なしは、この間の４４条減免を実

施させる運動などが背景にある大きな成果として確信にすることができます。 
  
２）「いのちを救う緊急行動」 
貧困、国保を中心に取り組まれた緊急行動は、各県、各地域社保協でさまざまに取り組

まれ、少なくない成果もあげています。 
とりわけ、「社会保障」誌春号で特集したように、国保をめぐって、調査活動や保険料引

き下げのとりくみが旺盛に行われ、福岡市では３年連続の保険料引き下げの成果をあげて

います。 
資格証明書問題では、０８年末に、１５歳以下の児童には無条件で保険証を交付すると

いう法律が全会一致で可決され、０９年４月より実施されました。これにより、０８年９

月の厚労省調査であきらかになった、全国で３万３千人にものぼる無保険の子どもの問題

が解消にむかうという、大きな前進がありました。 
 また、今年５月の法改正で、高校生まで無保険を解消することになりました。 
 ただし、せっかく発行された高校生までの短期保険証を窓口で留め置いて、取りに来た

ら渡すという方法をとっているところも少なくありません。実質上の無保険状態に置かれ

ており、早期に改善させなければなりません。 
 さらには、国保料滞納処分としてすすめられている差し押さえの中で、学資保険や教育

保険なども差し押さえるという事態が発生しています。これは明らかに一連の法改正の趣

旨とも違う行きすぎの処分です。これらについても止めさせる運動が必要です。 
年越しには全労連の主催で「生活労働相談」活動等実態交流集会が開催され、全国の相

談活動を交流するとともに、「ハローワーク前アンケート」やディーセントワークデーのと



りくみ、年末までに一人でも多くの住宅喪失者・生活困窮者の救済を実現するとりくみな

どがすすめられました。 

また、昨年秋の「１０・２１国民集会」や「１０・１５年金者一揆」など、医療界の強

力・共同を広げるとりくみが成功しています。 

 
３）１１・１１「いい介護の日」電話相談に、殺到 
 ２０１０年１１月１１・１２日の相談活動には、電話が殺到し、総数で４１１件の相談

がありました（詳細は資料参照）。 
「介護なんでも１１０番」に寄せられた切実な声にもとづく記者会見（１０年１２月６

日）や後期高齢者医療制度の短期保険証の発行状況調査の記者会見（１０年９月１６日）

など、関心を広げ、マスコミも大きく報道しました。 

２月１１日、「異議あり介護保険見直し政府案 利用者・現場の声を届けよう ２・

１１介護シンポジウム」（主催・実行委員会）が東京都内で開かれました。当日は、雪

が降り続き風も強いあいにくの悪天候でしたが、全国各地から２２県・中央１８組織か

ら２００人が参加しました。 
社保協からは、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪の６社保協と中央社保協から

参加がありました。このシンポの内容は、社会保障誌「初夏号」に掲載されました。 
 
４）３・１１以降の新たな共同 

震災救援支援の中で、医療や介護などでの新たな共同が広がっています。日本医師会は

避難所に１０００カ所以上の診療所を配置する案を発表し、医療関係団体の協力を求めて

います。介護でも福祉避難所などのとりくみが前進しています。 

 日本医師会は、いち早く TPP が医療の営利化に道を開く、混合診療の解禁につながり反
対、と明言し、医療関係者の対話･共同がひろがっています。 
 
５）地域の社保運動の強化・拡大 
地域から県や自治体に働きかける取り組みは大きく前進しています。 

キャラバン行動は、３９都道府県でとりくまれています。報告のあった数だけで、６０

０を超える自治体と懇談が行われています。また１回以上県との懇談や交渉を行ったとこ

ろも３９都道府県になります。 

こうした取り組みを通じ、自治体ごとの施策の比較調査なども前進してきています。乳

幼児医療費無料化の広がりや子宮頸がんワクチンの補償の拡大など具体的な成果も少なく

ありません。 

自治体の意見書採択や地方選挙もにらみ、議員ならびに候補者の態度を明らかにするな

どの取組も行われました。 
後期、国保、介護などさまざまな課題で無数に学習会が行われています。１５日や２５

日の宣伝活動も定着してきています。 
県単位での社会保障学校が、３年ぶりの開催という鹿児島をはじめ、１２県で開催され



ました。 
運動のかなめとなる地域社保協の結成もすすんでいます。２０１０年中に４地域社保協

が新たに結成され、１地域社保協が活動を再開、３３５地域社保協となりました。１１年

度中にも４地域で新たな結成が計画されています。うち、石川と愛媛で７月中の結成が予

定されています。 
ただ、事務局体制の未確立や財政の不十分さなどで、運動が思うように進んでいない県

社保協もあります。地域社保協の結成をめざすとともに、県社保協の体制確立と運動の強

化も重要な課題です。 
中央と各ブロックの県社保協の力をあわせて、支援に取り組みます。 
３ヶ月に１回を目途に開催しているブロック事務局長会議も定着してきており、地域の

運動の交流・発展とともに、社保協強化の課題にも合わせて取り組んでいきます。 
 
６）国保改善交流集会 
 １０年、５月７～８日「国保改善運動全国交流集会（大阪）」を開催しました。その後、

厚生労働省が、後期高齢者医療制度の悪しき部分を温存し、65 歳以上に拡大し、都道府県
単位で運営させようといううごきにたいし、国保ならびに医療保険改革について、分析を

急ぐとともに、私たちの運動課題を明らかにする必要から、東西に分けて「国保改善運動

交流集会」を開催しました。１１月２０日東、１２月２日に西の集会を開き、それぞれ２

００人を超える参加で成功させました。 
 
７）社保学校、連続講座 
第３８回となる中央社会保障学校は、９月２３～２５日の３日間、はじめて沖縄で開催

しました。伊波洋一県知事予定候補が歓迎あいさつ、参加者数３４５名（県外１２５、県

内２２０）で、９条、２５条の接点としての沖縄で開催の意義を確認。沖縄の実際に触れ、

問題点把握できたなどの感想が多数寄せられました。若い人の参加が多かったのも特徴で

す。 
１０年１０月９日から１１年５月１４日まで、社会保障連続基礎講座（全６回）が終了、

期間中３７名が受講、４講座以上受講者（修了認定者）は１７名で、好評でした。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



３，今期の運動方針＝憲法２５条を活かし、社会保障の再構築へ＝ 

１）震災からの日本全体の復興を求める国民的大運動を  
 国全体が力を合わせて未曾有の事態を乗り切るためには、震災からの日本全体の復興を

求める国民的大運動が必要です。 
 復興をめぐっての「構造改革」路線の推進を許さず、「税と社会保障一体改革」の白紙撤

回、消費税増税反対、ＴＰＰ参加反対の旗を掲げ運動をすすめます。 
 具体的には、以下の要求を掲げて、復興のための第２次補正予算、来年度予算の編成に

向けて、運動を推進します。 
 
・被災者の生活再建を最優先にした復興施策を 
・復興計画は上からの押し付けでなく、住民合意により練り上げ、具体化は国の責任で 
・原発依存のエネルギー政策を抜本的に転換すること 
・社会保障の負担増と給付削減の計画は白紙に 
・震災復興に逆行するＴＰＰへの参加検討は撤回を 
・復興財源を含めて応能負担の原則で財源は捻出を 
・被災地だけでなく日本経済全体に悪影響を及ぼす消費税増税計画は撤回を 
・社会保障制度の拡充を とりわけ被災地と低所得者対策を重視して 
・医療費負担軽減、診療報酬引き上げにより医療崩壊の抜本解決を 
・雇用不安を解消するために、正規雇用が当たり前の社会を 
 
２）税と社会保障の一体改革に対置し憲法２５条を活かす社会保障の再構築を 
＜２５条を活かす運動の目標案＞ 
① 後期高齢者医療制度を早急に廃止し、年齢差別の医療保険制度と介護地獄を根絶する。 
②「いつでも、どこでも、だれでも、お金の心配なく医療・介護を受けることができる」

国民的な合意づくり。 
③ 当面、国庫負担の増額を基本に、無保険者の解消、医療・介護保険料の軽減、低所得者
等への減免制度の抜本的拡充、医療費の窓口負担の引き下げ、高齢者や子ども、障害者等

の窓口負担無料化などの実現。 
④ 医療保険制度の都道府県単位を基本とした再編や「医療費適正化（抑制）計画」など、
国の責任を後退させ、地域と国民に負担を強いる医療・介護保険制度改悪を許さない。ま

た、医療の営利化を許さず、国民皆保険制度の拡充をすすめていく。 
⑤ 医療機関の統廃合など地域医療の後退を許さず、共同の力で医療・介護・社会保障予算
の増額を実現し、安心・安全な医療・介護体制の構築をすすめる。 
⑥ 消費税によらず、現在の無年金・低年金者も救う最低保障年金の実現をめざす。当面、

無年金・低年金者に３．３万円の緊急措置をする。年金の引き下げに反対する。 
⑦保育の市場化の促進と、地域でのナショナルミニマム引き下げを許さず、待機児童の解

消とよりよい保育の実現をめざす。保育所づくりをすすめる。 



３）災害に強く福祉の充実で安全・安心のまちづくりを 

住み続けられるまちづくり、営業を続けられる福祉の街づくりをめざし、安心・安全の

まちづくり、総チェック運動をすすめます。 
チェック項目や運動のイメージは、総会後早急に具体化します。 
地域老人訪問事業などの仕事興し、福祉興しの政策を提案します。とくに閉じこもり高

齢者をなくす地域のネットづくりが求められています。 
 高齢者が安心して入所できる施設の建設を求めます。42 万人の待機者に見合う施設建設
を追求します。 
 内需の拡大、雇用の確保にとっても重要です。 
 
４）中央社保協、県社保協、地域社保協の強化を 

 ・全国津々浦々に地域社保協をつくろう 
   開店休業の社保協の活性化と新た社保協の結成を 
   地域社保協のない県の克服 
 ・学習運動を強化しよう 
 ・「社会保障」誌の拡大を 
   県および地域社保協の役員には、ぜひ「社会保障」誌の購読を 
   いっそうの誌面の刷新に努めます 
 ・ホームページのリニューアルをさらにすすめます 
 
５）第３９回中央社会保障学校（新潟、月岡温泉）の成功を 

第３９回中央社会保障学校を、９月８～１０日（木～土）に、新潟で開催します（詳細

は第１次チラシ参照）。多くの参加者で成功させましょう。 
 
  
 



＜情勢に関するメモ＞ 

①「集中検討会議の再開に際して」 
菅直人首相が「政治生命をかける」と言い切った「税と社会保障の一体改革」に関する

検討が、東日本大震災の震災救援・原発危機対応といった事態の中でも進行しています。

とりわけ財界が、震災復興の名で従来の「構造改革」路線が後退しないように、政府に発

破をかけ、社会保障の抑制や消費税の増税を求めていることが特徴です。 
中断していた検討会議は、４月２７日再開され、当初の予定通り６月を目処に策定する

方針を表明しました。 
この日の会合は５回目。これまでに行った経済団体、マスコミや「有識者」などからの

ヒヤリングのまとめが示されました。 
そもそも「社会保障と税の一体改革」とは、社会保障費に対する国と大企業の負担を軽

減するために、国民負担増と社会保障の給付削減を求め、「社会保障給付の大幅削減がいや

ならば、消費税大幅増税を」と国民に迫ることがねらいです。政府が計画通りの推進を掲

げる目的は、震災復興の財源確保を理由に、これまで以上の負担増と給付削減を合理化す

ることです。 
４月２７日の会合では、柳沢伯夫氏など５人の幹部委員による「集中検討会議の再開に

際して」とする文書も提出されました。このなかでは、「社会保障の選択と集中」を強調。

従来から構造改革路線として追求されてきた「重点化と効率化」と同義です。 
謝野担当大臣は、「文書は成案をまとめるための基調をつくるものだ」と指摘しました。 
旧自公政権下の「社会保障国民会議」「安全社会実現会議」や、民主党政権の「社会保障

改革に関する有識者検討会報告」などで、すでに「改革」の方向性は示されているとし、「も

はや方向性の議論を行う段階から…安定財源確保の道筋と工程表を明らかにして国民に提

示する段階に来ている」と強調 
 
②給付は抑制、負担（消費税）は増加が本音 
文書があげた２つの会議は、ともに社会保障費削減と社会保障財源を名目とした消費税

増税を求める報告をまとめています。 
「有識者検討会報告」では、「社会保障を支える税財源としては，消費税を基本に考えて

いくべきである」と明記しました。 
 ５人の幹部メンバーのひとり柳沢氏は、新聞のインタビュー（毎日新聞、１月３１日）

に、日本の現実は、「高福祉、低負担」と指摘し、「手厚い介護保険など給付水準と実際の

負担の釣り合いが取れていない」と、サービスは手厚いのに負担が少ないのが日本の社会

保障との認識を明らかにしています。 
 吉川洋氏は、自民党福田政権時代に「社会保障国民会議」の座長をつとめ０８年１１月

４日に、その「最終報告」をまとめています。最終報告の中では、“制度の持続可能性”“社

会保障の機能強化”として、「個人の自助・自立を基本とし、１人１人の安心と安全は、相

互の助け合い・連帯によって支えられている。社会的な連帯・助け合いの仕組である社会



保障制度は、「所得再分配の機能」を通じ、給付の平等・負担の公平という「社会的公正」

を実現する」などと、「当事者として国民全体が社会保障を支えるという視点の明確化」を

強調しています。 
 宮本太郎氏は、民主党政権の「有識者検討会」で座長を務めました。自民党麻生政権の

安心社会実現会議に参加し、「政府に社会保障勘定を創設し、消費税を社会保障給付のため

の目的税として、収入はすべて社会保障勘定に入れる方法を検討→消費税の社会保障目的

税化」などの「最終報告」（０８年６月１５日）をまとめています。 
 清家篤慶應義塾長も「社会保障国民会議」委員を務めていました。 
両方の会議とも、これからの社会保障制度改革の基本的視点は、あくまでも「自立・自

助・自己責任原則」を基本とし、持続可能とするためには「安定財源の確保」が必要、す

なわち「国民全体の支えあい」、「国民が広く薄く負担できる消費税を主たる財源として費

用をまかなう」ことを明確にしていることが共通しています。 
 菅政権の下ですすめられようとしている「税と社会保障の一体改革」の最大の目的が、

社会保障を口実とする消費税の大幅な引き上げにあることはまちがいありません。先のイ

ンタビューで柳沢氏は、消費税率１０％という認識はもう古い、「１５％近くが必要」と表

明しています。まさに社会保障を口実に、何％まで引き上げられるかの論議が中心なので

はないでしょうか。 
 
③自己責任を基本とする「社会保障の定義」の源流 
 厚生労働省が、5月 12日に検討会議に提出した改革案の「解説」には、「社会保障の定義」
として、以下の記述があります。 
 ①自ら働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本とし

て、 
 ②これを生活のリスクを相互に分散する「共助」が補完し、 
 ③その上で、自助や共助では対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活水準・家

庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などを

「公助」として位置付ける 
「税財源による公費負担は、国民皆保険・皆年金体制を堅持する観点から、主に社会保

険料の拠出が困難な者を保険制度においてカバーするために投入することを基本とすべき

である」 
 以上の「定義」なるものは、2006年 5 月 26日に、諮問機関でもない「社会保障のあ
り方に関する懇談会」がとりまとめた「今後の社会保障のあり方について」が定義化した

ものです。「懇談会」のまとめ以上の確認はありません。 
 その後、小泉「構造改革」の一環として、7月 7日に閣議決定された「骨太方針２００６」
は、２０１１年までの 5年間に、社会保障費を総額 1兆 2000億円が抑制することを決定。
この「定義」は、その最大の根拠となりました。 
 この０６年「骨太方針」は、 

・病院窓口での負担割合を実質４～5割にする「保険免責制」の導入 



・薬の保険はずし、 
・後期高齢者の自己負担引き上げ（１割→２割）、 
・介護保険の利用料引き上げ（１割→２割） 
・生活保護の給付基準の引き下げ 
・雇用保険への失業給付への国庫負担廃止 
・社会保障番号・個人保障会計の導入 

 などを掲げていました。 
また、「構造改革」を後押しする財政審は、０６年６月１４日に「建議」を発表し、「自

助努力で対応する部分と公的制度で対応する部分の役割分担を検証し、公的分野が関わる

べき範囲の見直しを行う。同時に制度間の重複等の見直しを行う」「今後、高齢者向けの給

付が大きく伸びる中で、高齢者を一律に弱者と捉えるのではなく、年齢を問わず負担能力

に応じて積極的な貢献を求め、世代間の公平の確保を図る」「医療・介護等の給付は保険料

や税負担で賄われていることを踏まえ、サービス提供コストの抑制を図る」などとして、「２

０１１年度に行う制度変更」として、①医療に関わる自己負担を約２倍に引き上げ、②介

護に関わる自己負担を約２．５倍に引き上げ、③基礎年金支給開始年齢を６９歳程度に引

き上げ、④児童手当の支給対象年齢を小学校４年生以下に引き下げ、⑤「保険免責制度」

の導入、⑥「介護保険利用料の 2割化」などを掲げていました。 
また、日本経団連は、０７年１月１日に発表した「希望の国、日本」（「御手洗ビジョン」）

で、「再チャレンジを支援し、必要最小限のセーフティーネットを提供する社会」をめざす

として、①医療では、公的医療給付の総額目標管理、保険免責制度の導入、診療報酬の包

括化・標準化、混合診療の全面解禁、②介護保険の自己負担を適正化、③08～09年度を目
途に社会保障番号と社会保障個人勘定を整備などを掲げていました。 
以上の点からも、「税と社会保障の一体改革」の論議と、そこに提出された厚生労働省の

「改革案」なるものが、０９年の総選挙で国民がＮＯを突きつけた「構造改革」路線への

回帰であることは間違いありません。 
これらの計画は、断固として白紙撤回されるべきです。 

 
④社会保障案（重点化と効率化） 
○医療 
 ・医療制度で７０歳～７４歳の窓口負担の２割化 
 ・受診時の定額負担導入、その規模に応じた高額療養費の拡充 
 ・市販品類似医薬品の患者負担引き上げ 
 ・診療報酬見直しによる入院日数の短縮、外来受診の抑制 
○介護 
 ・要介護認定者数の削減 
○年金 
 ・支給開始年齢の引き上げ ６５歳→６８～７０歳 
 ・物価下落時のマクロ経済スライドによる年金額引き下げ 



 ・年収１０００万円以上の人の基礎年金削減とセットで６５万円未満の人への加算、受

給資格期間の短縮 
○その他 
 ・制度横断的な世帯負担の上限制度 
 ・短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大 
 
○検討課題にのぼった項目 
・介護保険の利用料負担を２割に 
・医療保険に免責制度 
・薬の保険はずし 
・４０歳未満からの介護保険料の徴収 
・生活保護基準の見直し（切り下げ）→別途検討会が開催中 

 
⑤地域主権改革一括法案の問題点 
 昨年の通常国会以来継続審議となっていた「地域主権改革推進一括法案」が、震災後の

あわただしい国会の中で十分な審議もないまま４月２８日に日本共産党をのぞく各党の賛

成で成立しました。 
「地域主権改革」一括法は、「地域主権」を口実に、保育所や児童養護施設、介護関連施

設などの最低基準をなくすことや、地方議会の議員定数の上限撤廃などの規制緩和が中心

になっています。また地方にかかわる国の施策について協議する場の設置が行われます。 
国には、すべての国民にナショナルミニマムを保障する責任があります。このため、保

育所や高齢者・障害者施設、公営住宅などについて運営や設備の最低基準を定めています。

最低基準には、子どもたちが健やかに発達できる環境を国が保障し、その水準は時代とと

もに引き上げることが明記されています。現在、世界と比べて極めて低い水準にあるとは

いえ、国の財政保障の基準となるなど、重要な役割を果たしており、絶対になくしてはな

らないものです。 
ところが、一括法は、「地域のことは、地域の住民が責任をもって決める」という「地

域主権改革」の名の下に、福祉や教育におけるナショナルミニマムを保障する国の責任を

放棄しました。保育所や児童養護施設、知的障害児施設など、児童福祉施設の最低基準を

なくし、都道府県の条例に委任することとしています。 
 国の権限を委譲する、といえば聞こえはいいのですが、財政基盤の弱い自治体が、民間

に業務を投げ出しコストカットをはかり、「より効率よく」運営してきたのは、いまにはじ

まったことではありません。こと社会保障・福祉分野については、それが「権利」ではな

く「応分なサービス」にとってかわり、付帯するのが「（財政基盤が脆弱な）自治体居住民

の自己責任」です。「国は外交と防衛さえやってくれればいい、あとはまかせてほしい」と

豪語する自治体首長もいます。医療保険の一元化ともリンクします。 
 経済同友会は、「新政権の主要政策である地域主権型の社会の構築においては、住民はサ

ービスの受益者であると同時に地域政策立案の主体者でもある。したがって、政策の優先



順位の選択は住民に委ねられ、その選択に伴う負担と結果責任も住民が負うことを自覚し

なければならない」（新年あいさつ）と、地域主権の露骨なねらいを明らかにしています。 
 この「地方分権」と「刷新会議」（業務仕分け）が、みごとにセットとなり機能している

ことがわかります。「予算を市民（国民）の手に」「情報公開」「透明性」「ムダをなくす」

というキャッチフレーズは、たしかに新鮮であり、耳障りのよいものですが、地方への押

しつけによる国の責任放棄、ナショナルミニマムの棚上げを許すわけにはいきません。 
 
⑥民主、自民。公明 3党の合意文書（４月２９日） 
 子ども手当などの歳出を見直す一方、特別公債法案（赤字国債などの発行を可能にする）

成立に向けて協議にはいることなどを盛り込んだ合意文書を交わした。合意文書は、「社会

保障と税制改革の一体的検討は必須の課題」として、消費税増税押しつけの「税制改革」

案を速やかに示すよう政府・与党に求めています。法人税減税などを含む税制改正案法案

の扱いについて３党で早急に検討を進めることを確認。また、第１次補正予算に流用した

年金財源については、２次補正で見直すことを条件に、１１年度予算の財源を担保する特

別公債法案の成立に道を開くものです。 
合意の前段には、民主、自民両党による「大連立」に向けた動きもありました（4月 1日
現在）。この大連立では、未曾有の大災害・原発事故に対する真の意味での「危機管理内閣」

づくりというにはほど遠く、それぞれの党利党略で、民主党にすれば政権延命、自民党に

すればいち早い政権復帰と“実績づくり”がねらいです。大きな問題は、大震災によって

原発に頼らないエネルギー政策への転換や、人のいのち、くらしを大切にする新しい社会

づくりが求められているときに、この大連立によって、国会議員比例定数削減や、消費税

大増税、そして社会保障のいっそうの切り捨てといった政策が強行されかねないことです。 
一日も早い被災地の復興と支援の活動とともに、こうした諸改悪を許さず、財界主導の

「構造改革」をやめさせるとりくみにも力を入れなければなりません。 
 
⑦民主党の「復興ビジョンチーム」がまとめた復興ビジョン検討課題の素案（4月 28日） 
 「これまで行政が行ってきた地域主権改革、新成長戦略、包括的経済連携の推進、など

といった主要課題については、復興の中で、地域の意思を尊重しつつ、先進的な取り組み

として行っていくべきではないか」などと提起、「構造改革」推進、「復興」を名目に、法

人税減税や消費税増税、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）、「道州制」などを推進するねらいを

鮮明にしています。 
 個別の課題では、「内外の投資を呼び込むため、法人税の無税化も含む特区制度」「農地

の大規模化に資する『農業再生特区』」「基礎自治体の合併・強化」などをあげています。6
月中に最終案をまとめるとしています。 
 
⑧復興構想会議（議長・五百旗頭真防衛大学長）が経済 3団体から意見聴取（４月３０日） 
 ３団体からは、「構造改革」路線を堅持するよう求める意見が相次いだ。日本経団連は、

「成長戦略、ＴＰＰ、税・財政・社会保障一体改革と震災復興の整合的推進」を提言しま



した。経済同友会は、東北地域全体を道州制の先行モデルとするよう求めるとともに、公

務を民間企業に丸投げする特区制度やＰＦＩ（民間資金活用による公共施設等整備）の積

極的活用を提言。第一次産業につては、農地の大規模化、他地域への集団移転、法人経営

の推進、漁港の拠点化など「大胆な構造改革をすすめる」と提言しています。 
 日本商工会議所は、復興財源について「復興税としての消費税引き上げはやむを得ない」

とする文書を提出しました。 
 
⑨復興会議が「復興構想７原則」を決定 
 ５月１０日の第６回会合で、「復興７原則」を決定しました。今後この「原則」を基づい

て復興の「青写真」を描いていくとしています。 
 「原則」には、○被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティー主体の

復興を基本とする○自然エネルギー活用型地域の建設を進める○震災記録保存と分析など

が盛り込まれていますが、同時に○国民全体の連帯と分かち合いによって復興を推進○（被

災地に）来るべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する、といった原則も盛り込

まれています。抽象的な表現ですが、財界などの強い要望も反映して、消費税増税や、東

北地方を経済のグローバル化に対応した道州制の先行モデルとすることもねらわれていま

す。 
 
⑩比例定数削減のうごき 
民主党、自民党などの改憲派議員が、改憲を発議する要件を衆参両院の「３分の２」か

ら「過半数」に緩和し、９条などの改憲のハードルの引き下げをねらう「憲法９６条改正

原案」への賛同署名集めに乗り出していることが新聞報道で明らかになりました。賛同を

求めている９６条改憲原案（全文）は「日本国憲法の一部を次のように改正する。第九十

六条第一項中『三分の二』を『過半数』に改める」とし、改正理由については「時代に応

じた憲法改正の道を広げ…国会が柔軟に憲法改正を提案することができるようにするこ

と」をあげています。呼びかけ文は「憲法改正への第一歩とするため。この（９６条）改

正原案を提出することで、（衆参）憲法審査会を稼働させるための背中を押すことにもなり

ます」とのべて、国会を改憲手続きのレールに乗せていくねらいを明記しています。自民

党の発起人、下村博文元官房副長官は３日の「新しい憲法をつくる国民会議」講演で「ま

ず９６条（改正）、それから総定数５００人の一院制（国会）、そして憲法９条改正、これ

を果たしていくのが国会の役目だ」と、目的が９条改憲にあるとあけすけに語っていまし

た。 
 
⑪憲法改憲の動き 
 震災を口実に「非常事態の規定のない憲法は改定すべき」などの動きが、５月３日の憲

法記念日をはさんで、顕著となった。民主党は、この問題を利用して、自民党の取り込み

を図るために、制度は作ったものの「９条守れ」の国民世論のもとで、構成メンバーも決

まらずに塩漬け状態になっている参議院の憲法調査会を起動させることをねらっている。 



 また、復興財源の捻出と絡めて、議員定数削減の議論も再熱している。 
 憲法が保障する幸福追求権（１３条）、生存権（２５条）は、国がそれに責任を持つべき

震災復興の基本理念である。経費節減のためというならば、議員定数削減の数十倍の財政

効果のある毎年 330 億円にものぼる政党助成金こそまず廃止すべきである。震災を口実に
憲法改悪論議や議員定数削減を持ち出すことは「火事場泥棒」とも言うべき行為である。 
 民主党は、5月 10日に党憲法調査会を設置し、前原誠司前外相を会長にあてることにし
ました。民主党が憲法調査会を設置するのは,改憲原案の発案・審査権を持つ衆参両院の憲
法審査会の始動をにらみ、政権与党として改憲論議を行う正規の機関を改めて整備したも

のです。また、前原氏を会長にあてることで、自公との改憲大連立への布石とする狙いが

あるとも見られています。 
 
⑫政府は、普天間基地の即時撤去、辺野古への移転反対という沖縄県民の世論により、打

開の展望が見出せないもとで、米国政府と普天間基地の継続使用で合意しようとしている。 
 この間、「ウィキリークス」が暴露した米秘密公電によれば、民主党政権が発足直後から

「最低でも県外」という公約に反するやり取りを米政府と行っていたことが明らかになっ

ている。また、同米秘密公電では、海兵隊のグアム移転の人数を実際は 3000人程度である
にもかかわらず、8000人に水増ししていたことが明らかになった。日本の費用負担割合を
低めに見せかけるためと指摘されている。また、菅政権は、負担の根拠のない在日米軍へ

の思いやり予算を今後５年間で１兆円負担することを決定した。 
  
⑬保険証の取り上げを「自己責任」のみでは正当化できない〟ことを認めさせた 
日本共産党の小池晃参議院議員の質問（「国民健康保険被保険者等に対する必要な医療の

確保に関する質問主意書」、09年１月８日）によって、大きな改善にむすびつけることがで
きました。小池議員の〝子どもに限定せず保険証を交付すべき〟という質問にたいして、

政府は、〝病気なら子どもに限らず短期保険証を交付する〟という答弁書を閣議決定しま

した。 
 答弁の内容は、①医者にかかりたいのに医療費の一時払いが困難な場合、世帯主が市町

村窓口にその旨を申し出れば、当該世帯に属する被保険者に短期保険証を交付することが

できる、②医療費の一時払いが困難だと申し出る状況は、保険証を取り上げることのでき

ない「特別な事情に準ずる」、というものです。 
 この閣議決定を生かして、不当な保険証取り上げを止めさせる運動が求められています。 


