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「推進法」を廃止し、権利としての社会保障を！ 
第 57回総会方針（案）                
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中央社会保障推進協議会  
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６，ＴＰＰ参加の問題 

 

Ⅱ，１年間の活動総括の概要 
 ＊年間の日誌は別掲 

１.「一体改革」、「推進法」廃止のとりくみ 

１）「社会保障の充実を求める署名」 

２）政治を変える運動と一体になったとりくみ 

３）加盟各団体での奮闘 

２、各分野からの反撃 

１）生活保護改悪に反対する取り組み 

２）餓死・孤立死を無くすたたかい 

３）被災地支援 

３.地域社保協の結成と活動 

１）地域社保協の前進と後退 

２）自治体キャラバンの取り組み 

４，中央社保協主催の交流集会などのとりくみ 

１）国保改善全国運動交流集会 

２）２０１２「介護改善運動全国交流集会」、２０１２「介護 110番」 

３）第４０回中央社保学校（兵庫）の開催 

 

Ⅲ，今期の運動方針 

＝「一体改革」撤回、「推進法」を廃止し、権利としての社

会保障の確立を＝ 

 
  ◆「一体改革」を撤回、憲法違反の推進法を廃止し、権利としての社会保障の確立を！ 
  ◆消費税増税阻止、応能負担にもとづく社会保障財源の確保を勝ち取ろう！ 
  ◆憲法 96 条、第 9 条の改定に反対！ 
  ◆社会保障大改悪、消費税増税、憲法改悪などを阻止するために参議院選挙に全力を

あげよう！ 
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  ◆高齢者が安心して暮らせ、子どもたちの健やかな成長と、青年の働きがいのある 
街つくりをめざそう！ 

  ◆地域の拠点となる地域社保協の再建・結成、強化を！ 
 

１，安倍内閣の危険性を暴露し憲法改悪許さず参議院選挙に全力を 

２，「推進法」廃止、消費税増税阻止の運動の強化を 

１）事実上の改憲である「推進法」を廃止に追い込もう 

２）闘争委員会を設置、各団体の運動の調整と知恵と力の結集をはかります 

３）先行する生活保護改悪を許さない運動に全力を 

４）分野ごとのたたかいを強化し、共同を広げ推進法廃止に結びつけて運動を 
５）消費税増税阻止、選挙制度の抜本改革を 

３，ＴＰＰ参加反対の運動 

４，当面するとりくみの具体化について 

１）とりくみの基本 

２）学習運動を徹底して強化する 

３）推進法廃止署名を軸に、世論構築を大きくすすめる 

４）政府に対する声の集中と国会行動への結集強化 

５）秋の国民的大闘争の準備 

６）ＳＴＯＰ生活保護基準引き下げ！ 厚労大臣は告示を出すなアクション 

７）介護改善全国交流集会 

５，地域からの運動の強化 

６，組織強化案 

１）全国津々浦々に社保協の旗を！ 

２）事務局体制の強化 

３）課題ごとでの部会の確立と関係団体への結集 

４）社会保障誌の拡大と内容の充実 

５）第４１回中央社保学校(熊本)を必ず成功させましょう。 
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はじめに 

 安倍内閣が、「アベノミクス」などとしている「３本の矢」（「大胆な金融政策」「機動的

な財政施策」「民間投資を喚起する成長戦略」）は、「賃上げによるデフレ不況打開」との願

いとは正反対に、国民の所得と消費を減らし、くらしと日本経済に大きな被害をもたらそ

うとしています。それに加え、来年４月には消費税の大増税を実施し、社会保障の各制度

の具体的な改悪を進行させようとしています。「バブル」の破綻は必至であり、高まる負担

増に不安と怒りが広がっています。 
 労働法制の「規制緩和」、雇用ルールのいっそうの弱体化もねらわれています。安倍内閣

が「成長戦略」の柱とする雇用制度改革でねらわれているのは正社員雇用の破壊です。１

５年におよぶ正規から非正規への雇用の切り替えで、若年労働者を中心に無保険者が増大

しており、無保険や窓口負担を苦にしての手遅れ死亡事件の増加にもつながっています。

格差と貧困もその深刻度を増し、くらしの破壊が加速されようとしているのです。こうし

た事態に反撃の共同もかつてない広がりですすんでいます。 
 また安倍政権が、原発再稼働をすすめようとしていることやトルコなどへの原発の売り

込みに批判の声があがり、原発再稼働反対・原発ゼロの世論と運動は引き続き高揚してい

ます。公約を無視したＴＰＰ参加表明にも矛盾が広がり、参加阻止の共同も大きくなって

います。 
憲法をめぐって、９条改定をめざし、まず９６条の改定がたくらまれています。しかし

９６条改定は国民が憲法によって国家権力を縛るという立憲主義を否定するものだと、広

範な反対世論が巻き起こっています。 
憲法第２５条を棚上げし、社会保障の理念をねじ曲げた「社会保障制度改革推進法」を

背景に、「社会保障は自助が基本」という安倍内閣のもとで、生活保護の基準切り下げに象

徴されるように、社会保障制度の全面解体がすすめられようとしています。推進法に対し

ては、日弁連や日本医師会も強く批判や懸念の声を上げています。 
 とりわけ生活保護基準切り下げ反対では、各県、地域の社保協の奮闘で、全国８８市町

村が、「引き下げ反対の議会意見書」を採択しています（22 自治体で継続）。兵庫県小野市

での「小野市福祉給付制度適正化条例」の採択など生活保護に対するバッシングのなかで

の採択自治体の広がりは大きな成果です。 
 生活保護をめぐる埼玉県三郷市や大阪府枚方市の勝利判決（ともに確定）も道理あるた

たかいの勝利として確信にでき、判決内容の活用が求められています。 
 ４月２８日に行われた「国保改善運動全国交流集会」では、少なくない自治体で国保料

（税）の値上げ計画を断念させた取り組みが報告されました。集会のまとめでは「社保協

が存在し、運動を続けてきて本当に良かった」「私たちの運動は国保制度を守ってきたとも

いえ」ると述べています。 
社会保障の全面解体が提起されつつある情勢の下で、「地域に根を張って」「起きている

事態をつかみ」「地域に知らせ、国や自治体に要求する」「ねばり強い」運動は、ますます

重要性を増しています。 
 直面する参議院選挙では、安倍内閣の危険性を徹底的に暴露し、「社会保障破壊、消費税

増税、原発再稼働、ＴＰＰ参加、憲法改定」という路線にストップをかけ、安心して生活
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できる国づくりと憲法を活かした権利としての社会保障の確立へ転換を図らなければなり

ません。 
 社会保障破壊の根本に「推進法」があり、各制度の改悪を許さぬためにも、「推進法」の

廃止が求められます。 
 推進法廃止をめざし、諸制度の改悪と対抗し、地域に根を張って、消費税増税ストップ、

権利としての社会保障制度再構築の運動をすすめましょう。 
第５７回総会では、①この１年間の活動総括とその教訓を踏まえ、②社会保障全面解体

が目論まれているいまの情勢の認識を一致させ、③「推進法」廃止をめざす運動の課題を

明確にすること、④その方針の先頭に立って奮闘する新役員を選出します。 
 
 

Ⅰ，社会保障をめぐる情勢の特徴 

１、貧困が加速する国民生活の実態 

１）進行するいのちとくらしの破壊 

「派遣の仕事の期間満了で失職。派遣の仕事は、寮費、食費を引かれ、月１～2 万円程度

の収入。広島の実家に戻り、国保加入できず、無保険状態。体調不良を母に訴え救急来院。

来院後３時間半で死亡確認。（48 才 非正規雇用 出血性ショック 無保険）」 
「警備会社に 10 年以上勤務。65 歳までは正社員だったが、以後、臨時職員扱いとなり社

保喪失。国保加入しておらず。給料は約 16万／月。出勤途中に呼吸苦出現し救急搬送。病

状は肺がん（脳、副腎転移疑い）に肺炎併発。緩和ケア病棟待機中に永眠。（67才、非正規

雇用、肺癌、無保険）」 
全日本民医連が 3 月 29 日に発表した「2012 年国保など経済的理由による手遅れ、死亡

事例調査結果概要報告」からの２つの事例です。調査報告によると、昨年の事例数は 58 事

例、「働き盛りの 40～60 歳代」が 81％を占め、無職者（43％）と非正規労働者（34％）で

やはり 8 割を占めています。無保険（38％）、資格証明書（7％）、短期保険証（22％）の正

規の保険証を持っていない人で 67％にもなります。調査報告は、「集まった事例は『社会的

に作り出された早すぎる死』であり、個々の事例は、当事者個人の努力では解決しえない

問題を抱えていた」と指摘しています。 
「国保料の滞納額は 50 万円程あります。1 ヶ月の短期証で毎月相談しながら、少しでも

滞納額を減らそうと頑張ってきました。担当者が変わったとたんに差し押さえの予告通知

が届き、おりしも振り込まれた賃金 49 万円が差し押さえられました。（56 歳男性）」 
「雇い止めで、現在無職、国保税・住民税の滞納が 30 万円。貯金 3 万数千円を差し押さ

えられた。（41 歳男性）」 
 以上は、全国生活と健康を守る会連合会の「生活実態実例集」からの差し押さえの実態

です。他にも深刻な実態が告発されていますが、貧困が行き過ぎた差し押さえなど行政に

よっても引き起こされている実態がよくわかります。 
大阪府歯科保険医協会が行ったアンケート調査では、大阪府下の小学校歯科検診で「要

受診」と診断された児童の内、半数（1 万人弱）が受診していないという深刻な実態も明ら
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かにされています。 
 こうした人びとに「自己責任」を問えるのでしょうか。いっそう深刻な形で、国民のく

らしといのちの破壊が進行しています。 
 
２）生活を圧迫する、さまざまな負担増 

①制度改悪による負担増 

2012 年度 
 医療介護保険料の引き上げ       年度中     １兆円程度   
年金減額（0.3％）           6 月実施    2 千億円 

 年金減額（0.9％、特例水準の解消）  12 月実施    5 千億円 
年金保険料の引き上げ         10 月実施    6 千億円 
子ども手当減額            2 月実施    4 千億円 

 年少扶養控除の廃止など        6 月実施    4 千億円 
   計                    3兆 1千億円 

2013 年度 
 医療保険料（協会けんぽ、国保）             不明 
 年金減額（0.8％、特例水準の解消）   6 月実施    4 千億円 
年金保険料の引き上げ        4･10 月実施    6 千億円 

 復興増税（所得税）           1 月実施    3 千億円 
   計                    1兆 3千億円 

2014 年度 
 医療保険料（後期高齢者、協会けんぽ、国保）       不明 
 年金減額（0.8％、特例水準の解消）   6 月実施    4 千億円 
年金保険料の引き上げ        4･10 月実施    6 千億円 

 復興増税（所得税）           1 月実施    3 千億円 
復興増税（住民税）           1 月実施    １千億円 

   計                    1兆 4千億円 

 

②生活保護基準切り下げによるさまざまな負担増 

 昨年の後期高齢者医療保険料、介護保険料などの値上げにつづいて、生活保護基準切り

下げに伴う影響を受ける３７の施策（別表）での負担増が、年明けおよび４月から行われ

ます。３７の施策は別表の通りですが、単純計算で、就学援助や保育料など影響を受ける

子どもたちが２２４万人、住民税や介護保険料など高齢者・障害者で３１９万人にもおよ

ぶことが明らかにされています。 
 
③年金の切り下げ 

 年金の切り下げは、３年かけて２．５％を切り下げることが決められており、今年度は

０．８％の引き下げが実施されます。参議院選挙を意識して、実際の天引きは１２月１５

日の支給日からになります。 
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④消費税大増税 

 消費税は来年４月に８％に、１５年１０月から１０％に引き上げられようとしています。

予定通り実施されれば、増税分だけで１３．５兆円の負担増です。 
 

⑤諸物価の上昇 

 急激な円安に伴う、物価値上げがおそいかかっています。燃料値上げによって、いか釣

り漁の中止が余儀なくされるなど、生鮮食料費にも値上げの波が押し寄せています。 
 

２、推進法がねらう社会保障の解体 

１）これまでとは次元の違う改悪を矢継ぎ早に 

昨年 8 月 10 日の「推進法」の成立以降、昨年の臨時国会では解散のゴタゴタの最終日に、

わずか 1 日で衆参両院を通過させるという事実上の審議抜きで、年金 2.5％切り下げ法の成

立が強行されました。また、生活保護については、①生活保護基準の 6.5％もの引き下げが

2013 年度予算案に盛りこまれるとともに、②「水際作戦」を制度化し、就労支援の名で稼

働年齢層の追い出しなどを促進するなど、生活保護法等の大改悪法案が提出され、今国会

での成立が目論まれています。 
年金 2.5％、生活扶助 6.5％という現におこなわれている給付の露骨な削減が矢継ぎ早に

強行されたという一事をみても、「推進法」は社会保障解体法であり、このもとで、これ

までと次元の違う改悪が矢継ぎ早に具体化されていくことがわかります。また、諸制度の

改悪に先んじて生活保護制度の改悪に手がつけられたことは、「最後のセーフティネット」

を切り下げることで、いのちの最低保障のレベルを引き下げるという全国民にかけられた

攻撃であり、同時に、社会保障諸制度を改悪していく過程で、あらかじめ「逃げ場は塞い

でおく」という悪意を持った攻撃として捉えておく必要があります。 
このように、三党合意と社会保障解体法による社会保障制度総改悪攻撃は、今まで以上

に苛烈で総合的な攻撃として開始されており、社会保障解体法と私たちの社会保障拡充を

求める運動は両立できません。だとすれば、社会保障解体法のもとでは、医療・介護や年

金、保育、障碍、生活保護など、分野ごとのたたかいの強化だけでは十分ではありません。

憲法 25 条を否定し、今後の社会保障大改悪の方向性を規定している社会保障解体法そのも

のの廃止を求める運動の強化がいま切実に求められています。 
実態の告発、可視化を基礎に、憲法をいかし、いのちまもれという国民的な共同と運動

を攻勢的に対置していく必要があります。 
 
２）公費削減を露骨にうたう財政制度等審議会答申 

財務相の諮問機関である財政制度等審議会が１月２１日に答申した「平成 25 年度予算編

成に向けた考え方」は、露骨に社会保障への公費投入に牙をむいています。 
答申は、「更なる消費税流引き上げは不可避である」として、１０％以上への引き上げを

宣言しました。「財政運営は一層厳しさを増している」との認識の下、社会保障給付につい

て、「社会保険料負担の伸び以上に公費負担への依存が増し」、「社会保障が我が国財政に大

きな負荷をもたらしているのが現状」とし、「だれも負担がなくとも受益が得られる」「安
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易な依存を招きがちであるという我が国財政のフリーライダー問題（「共有地の悲劇」）が

顕著に表れている」などと指摘し、公費投入の見直しを「躊躇すべきで」はないとしてい

ます。その上で、「給付の重点化・効率化への不断の取組みが必要であり」、「年金・医療・

介護について、改めて保険料給付の財源は社会保険料で賄うことを原則とすることを確認

する必要がある。公費負担は、あくまで補完的・限定的な分野に対し、その目的を明確化

しつつ、効率的・効果的に公費を投入するとの原則が確立されなければならない」「公費を

投入せざるを得ない場合には、負担と給付の均衡に向けた保険者の自立的なインセンティ

ブを損なわないためにも、保険者への財政支援ではなく、低所得の被保険者への直接的な

保険料軽減措置に充てて行くことが求められる」と具体的な公費削減を求めました。生活

保護費の減額はこの答申にもとづくものです。 
また、２月２８日に開催された政府の経済財政諮問会議第５回会合では、民間議員４氏

の連名での連名で、「歳出の効率化については、社会保障部門が本丸である」との文書を提

出。４月２２日の第９回会合ではさらに踏み込んで、社会保障関係費について「効率化、

重点化の徹底を通じて抑制を検討すべき」と強調する文書を提出しています。同文書では、

医療費の窓口負担を増やすことや、年金支給額のさらなる削減、生活保護の「適正」化な

どを提起しています。 
 

３）推進法がねらう社会保障改悪の方向 

①「保険主義」の徹底 
推進法の「基本的考え方（第 2 条）」の第３項では、年金、医療、介護は、「社会保険制

度を基本と」するとしています。これは、年金など３制度について、「保険主義」を徹底し、

加入者（国民）が支払ったそれぞれの国保料（税）の範囲で給付を行う仕組みにするとい

うことです。「一体改革」ですすめられている国保の「都道府県単位化（広域化）」もこの

基本のもとに押しすすめられることになるでしょう。「一般会計からの繰り入れをやめろ」

あるいは「削れ」といった議会質問が目立ちはじめている背景がここにあります。実際に

も繰入額が削減されています。たとえば、埼玉県では、さいたま市が、2011 年度予算 49
億円が、2012 年度予算では 26.5 億円に、2013 年度は 12 億円（いずれも予算ベース）に

減少させています。埼玉県全体でも全市町村の合計では、2011 年度 360 億円、2012 年度

314 億円、2013 年度 292億円（いずれも予算ベース）と減少させています。 
また、あらためて、「相互扶助の国保」というのも強調されています。さらに３項では、

「国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基

本とする」などとしています。この条文は、年金、医療、介護の社会保険は保険料を基本

に運営し、不足する部分の補填に公費を使うという宣言であり、公費負担の役割を変質さ

せました。 
 
②医療保険制度 
改革推進法の第６条は医療保険制度ですが、「改革」の前提として、「医療保険制度に原

則として全ての国民が加入する仕組みを維持する」との条文が入っています。ここには、

くり返し確認されてきた「国民皆保険の堅持」ということばは消えています。 
「原則」の意味するところは、例外もあり得るということで、保険料を払えない人の排
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除や一方、高額所得者などは公的保険をぬけて、民間保険で備えるという道も可能とする

文言です。また、「保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること」としており、

医療保険の利く療養の範囲をきり縮め、保険以外の療養は自己負担でという、「混合診療の

解禁」にも結びつく方針です。すでに金融庁は、民間疾病保険が医療の現物給付を提供で

きる新たな保険商品の開発を検討しています。 
さらには、「特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること」が

強調されています。「いいかげんに死にたいと思っても『生きられますから』なんて生かさ

れたんじゃかなわない。しかも政府の金でやってもらっていると思うとますます寝覚めが

悪い。ささっと死ねるようにしてもらわないと」（麻生太郎副総理兼財務相、1 月 21 日、第

3 回国民会議）という発言や病院からの追い出し方針などと勘案すると、さしずめ医療費を

使わない安上がりな末期のすすめということでしょうか。 
「後期高齢者医療制度の廃止」も消されました。 

 
③介護保険制度 
改革推進法の第７条は介護保険制度ですが、「給付サービス」の「範囲の適正化」と「効

率化」「重点化」のみが強調されており、さらなる介護保険改悪の宣言です。 
 財政審の「考え方」では、「介護保険は公費依存度が高い」「利用者の自己負担割合が低

い」「保健の対象者が広範」との問題点を指摘し、「要介護３以上の重度者介護への重点化

を図るべき」、軽度者保険給付の対象から除外し、「真に自立支援に質するものについては、

地域支援事業などを受皿」とせよと迫っています。 
また、特別養護老人ホーム等の施設サービスのコストは、在宅と比べ２．４倍だとして、

「介護施設の入所者は重度に限定し、在宅への移行を進めよ」としています。 
さらに、介護労働者の処遇改善について、「収支改善や内部留保を（改善の財源に）充て

よ」「介護予防事業はその規模を根本的に見直せ」「地域支援事業について制度改正も含め

て、効果的・効率的な事業とし、公費負担を抑制しろ」などともしています。 
厚生労働省が、将来「要支援１」「要支援２」の人に対する介護保険制度から切り離すこ

とも含めた検討を開始したと報道されています。「１」と「２」をあわせた要支援者は約 150
万人で、介護保険費に占める割合は５％としています。重度者向けの財源確保が目的とさ

れています。 
 
④年金制度 
第５条は、「公的年金制度」です。ここでは、今後の年金のあり方を、「国民会議」で検

討し、「結論を得る」としています。これは、民主党がマニフェストに掲げた「最低保障年

金制度の創設」を棚上げにすることを意味しています。野田首相は、「最低年金の旗を降ろ

していない」と言い訳していますが、３党合意では、自民も公明も最低保障年金制度を否

定しており、この合意に基づく制度の検討の過程では、最低保障年金制度は除外されるこ

とになります。民主党が、マニフェストの「残り香まで投げ捨てた」といわれるゆえんで

す。また、年金記録を理由に、「社会保障番号制度の早期導入」をうたっていることも問題

です。 
この年金制度については、三党実務者協議における合意づくりが大詰めを迎えています。
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その合意を土台として、国民会議における議論が間もなくはじまると思われます。 
三党実務者協議の擦りあわせでは、保険料について「定額又は所得」（自公）、「所得」

（民主）という違いはあるものの、「すべての国民の多様なライフスタイルに対応できる

公的年金制度の実現」「全国民が保険料を拠出する公的年金制度の確立」という点では一

致しており、早晩、一元化に向けた論議が具体的に開始される情勢となっています。 
 
⑤子ども子育て支援（別項に掲載） 
 
４）国民会議が医療･介護分野の議論の整理（案）を発表 

社会保障制度改革国民会議は、4 月に医療と介護についての集中討議を行い、4 月 22 日

に「これまでの議論の整理（医療・介護分野）案」を発表しています。 
これまで、昨年 11 月 16 日の民自公三党実務者協議の「検討項目」確認を受けて、11 月

30 日に第 1 回会議をおこない、それ以降、5 月 9 日までに 11 回の会合がもたれていま

すが、フリートークやヒヤリングの段階から、各分野の具体案が提起されようかという段

階になっています。 
留意すべきは、アベノミクスの動向です。安倍政権は「成長戦略」の名のもとに、TPP 交

渉参加など経済グローバル化を前提にして、産業競争力会議や規制改革会議などを主要な

舞台に、急ピッチで日米多国籍企業の利益に偏重した「規制緩和」の大々的な具体化論議

をすすめています。医療・介護など社会保障分野にも「市場化・営利化」の津波が襲いか

かろうとしているということですが、同時に、国民会議による社会保障制度総改悪は、TPP 
交渉参加を前提とした民間開放・市場化の制度的土台づくりともなっているということな

のです。 
 4 月 22 日に「これまでの議論の整理（医療・介護分野）案」では、「基本的な考え方」と

して、『「いつでも、好きなところで、お金の心配をせずに、求める医療を受けることが

できる」医療から、「必要なときに適切な医療を適切な場所で最小の費用で受ける」医療

に転換すべき』と冒頭から医療給付費抑制の目的をあらわにし、国民皆保険制度の柱のひ

とつあるフリーアクセスを否定しています。 

そして、『「病院で治す」医療から超高齢社会に合った「地域全体で、治し・支える医

療」へ転換』と入院治療の抑制という方向を打ち出したうえ、『健康の維持・疾病の予防

に対するインセンティヴが働くような仕組みの構築』するとしています。 

「医療提供体制改革の実効性を高めるために」、つまり給付費抑制を強めるために、国

の責任を地方に押しつけ、都道府県を保険者とする「地域保険化」の方向を打ち出してい

ます。「保険者機能を通じた受益と負担の牽制を働かせることが効果的」などとしていま

す。 

「保険医療機関の指定・取消権限を都道府県に付与する」、「地域の実情を踏まえた診

療報酬の決定ができる仕組みを積極的に活用すべき」など都道府県単位で医療費を削減さ

せる仕組みを強調しています。 

 「紹介のない外来受診について、初診時特定療養費に代えて、一定額（例：１万円）の

定額自己負担を導入するべき。同様の仕組みを再診時にも検討。この場合、救急車の適正

利用についても別途検討する必要」、「医療と介護が一体化した地域包括ケア体制を構築
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するべき。原則、すべての診療所を在宅療養支援診療所とすること等を検討すべき」、「病

院の統合・再編による機能の集約化・分化と、医療・介護と高齢者向け住宅を結合」、「保

険で承認された医療も費用対効果などの観点から常に再評価されるべき」「診療内容の選

択の基準を提示できるようにするべき」などより踏み込んだ具体的な提言もしています。 

 また、「国民健康保険の赤字構造を抜本的に解決した上で、国民健康保険の保険者を都

道府県とするべき」とし、総報酬制の導入によって、組合健保などに国保及び高齢者医療

の公費負担を肩代わりさせようとしています。国保の「広域化」によって、現在国保保険

料（税）の低い自治体での保険料（税）の高騰が見込まれますが、この点についても、「医

療費水準が違うことによって保険料水準が高くなることは不公平でないことに留意すべ

き」などと指摘しています。 

さらに、「療養の範囲の適正化」として、「中高所得層高齢者の本人負担の引き上げ、

給付範囲の見直し・効率化を図るべき」として、「地域全体で、治し・支える医療」へ転

換」を強調し、「死生観・価値観の多様化が進む中、医療保険・介護保険で全てに対応す

るのは財政的に限界であることを踏まえ、抑制する範囲を皆で決める必要がある」などと

しています。 

介護保険については、「介護の効率化・重点化」として、「医療の機能分化のためには、

しっかりした地域包括ケアを構築すべき」、「介護について重点化・効率化が求められて

おり、骨太の方針を示すべき」や、利用料の 1割負担に、「全体の整合性」を欠くと指摘。

「低所得となる所得や世帯のとらえ方について、遺族年金等の非課税年金、世帯分離され

た配偶者の所得等を勘案するよう見直すべき」等、この間の私たちのたたかいにも牙をむ

いています。 

以上のように、露骨な医療・介護の給付費削減、抑制策が並んでいるのが特徴です。今

後の「まとめ」づくり（8月メド）と並行して、社会保障制度審議会等で具体化（法案づく

りなど）がすすむものと思われます。また、来年 2014 年の診療報酬改定は、これらの考え

方に沿った大改訂が予想されます。 

 

５）マイナンバー法案が衆議院を通過 

国民すべてに番号をつけ、税や社会保障などの個人情報を国が一元管理する「共通番号

制（マイナンバー）」関連法案が 5 月９日の衆院本会議で、自民、公明、民主、維新、み

んな各党の賛成多数で可決され、参院に送付されました。反対は、日本共産党、生活、社

民党。 
 マイナンバー制度は、①「納付に見合う給付」の名の下に社会保障削減と、税や社会保

険料の徴収強化の道具に使われる危険がある、②原則不変の一つの番号で個人情報を照合

できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や“なりすまし”犯罪を常態化させる、③導

入費用に３０００億円が見込まれながら、具体的なメリットも費用対効果も政府は示して

いない、などの問題がこの間の国会の審議で共産党議員の質問で明らかになってされてき

ました。 
 国会審議の追求で、甘利明経済再生担当相が、“なりすまし”犯罪を防ぐことができないこ

とを認め、被害が出た場合の番号変更についても、新しい番号を行き渡らせる規定がない

などの欠陥も明らかなっています。 
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また、この間、なぜ共通番号制が必要なのかをはっきり述べているのが経済界です。 
 １月に行われた政府の産業競争力会議でローソンの新浪剛史社長はマイナンバー導入で

「所得のみならず資産も把握して、医療費・介護費の自己負担割合に差をつけ、結果的に

医療費・介護費の削減につなげる」とメリットを語り、社会保障削減にねらいがあること

を明かしました。 
 経済界が共通番号制のシステムを使って健診データなどを企業に開放するよう主張して

いるとの高橋ちづ子議員の指摘に対し、田村憲久厚労相は「個人情報は守られながら、利

用されていくものであろう」と述べ、経済界のねらいに同調する考えを示しました。また、

赤嶺政賢議員は、「税や社会保障の分野では徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされ

かねない。『給付に見合う納付』の名での医療給付などの削減に用いられかねない」と批

判しています。 
 この間新日本婦人の会など、同法の廃止を求め国会議員に対するＦＡＸ要請などを強め

てきました。参議院で引き続き、廃案を求めるとりくみを強化しなければなりません。 
 

３、緊迫する生活保護制度改悪 

安倍内閣は 5 月 17 日、「生活保護法の一部を改正する法律案」と「生活困窮者自立支援

法案」の 2 法案を今通常国会に上程し、会期内に成立をはかろうとしています。 
同法案は、これまで違法とされてきた申請を拒否する「水際作戦」を合法化・法制化し、

保護の要件ではない扶養義務者の扶養を事実上保護の要件とし、保護申請を抑制して国民

の保護請求権、生存権を否定する大改悪法です。 
現行法では、保護の申請は、書面によることを要件としておらず、保護の要否を判定す

ることに必要な書類の提出を義務付けていません。しかし、今回の改悪法案では、申請を

書面としたうえで、資産および収入、家賃など、保護の要否判定に必要な書類の提出を保

護申請の要件としています。 
「生活困窮者自立支援法案」も「就労支援」の名で稼働年齢層の追い出しを促進するね

らいがあります。 
こうした国の暴挙に対し、生活保護問題対策全国会議は１５日に開いた記者会見で、今

回の改正案に盛り込まれた申請要件を厳格化する条項は「生活保護が必要なのに、申請断

念に追い込まれる人が続出する」、同法が成立すれば「保護が必要な状態だと本人が証明す

る義務を負わされる」と指摘。「（田村厚労大臣は）今まで運用でやっていたことを法律に

書くだけの話。運用面では変わらない」としているが、「まるっきりのデタラメ。（自治体

が申請を窓口で受け付けない）水際作戦が今でもあるのに、法制化すればさらに増えるの

は火を見るよりも明らかだ」と批判しています。 
同対策全国会議の尾藤代表幹事・弁護士は「（生活保護を受ける）権利を守るためにわれ

われは口頭での申請を大事にしてきた。書面にしないと『助けて』と言えないようにする

ことが何をもたらすか考えてほしい」と、再考を促しました。 
一方、日弁連が１７日付で「生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法

律案」の廃案を求める緊急会長声明」を発信しています。 
中央社保協は、同日法案の廃止・撤回を求める声明を発表しました。 
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４、子育て支援、保育をめぐって 

少子化対策（子ども・子育て関連）では、待機児童問題を逆利用した保育制度改悪が急

浮上しています。 
すでに、第 8 回規制改革会議で 5 月 2 日、待機児童が多くいる地域では当面、保育士数

などの基準を緩和することや、営利企業の参入を規制しないことなどが、厚労省とも合意

されました。 
そして、5 月 9 日の第 11 回国民会議には、「待機児童解消加速化プラン」として報告

されており、来年 4 月の認定こども園等のスタートを待たずして、新システムの具体化、

市場化が急速にすすめられようとしています。 
 

５、障がい者をめぐる情勢 

  ２０１２年通常国会において、障害者総合支援法案が上程され、十分な審議もなく、強

行されました。障がい者の生活と権利を守る全国連絡協議会（障全協）はじめ多くの障が

い者団体は、同法が問題多い障害者自立支援法の延命策としての「改正案」であり、「基本

合意」反故・「骨格提言」無視の暴挙であると抗議し、その成立に反対しました。結果、総

合支援法案は強行されましたが、障がい者の願いを反映した日本共産党などの国会追及を

通して、「法名を変え、理念も変えたので事実上の新法だ」など、説得力のない国会答弁に

始終する民主・自民・公明等に対する不信と怒りはもちろん、あらためて政府も軽視でき

ない公文書としての「基本合意」「骨格提言」への確信を深め、あくまでも総合福祉法制定

を求める運動を継続していくことを決意し合っています。 

  自立支援法の「改正案」にとどめざるを得ない政府対応の背景に、「社会保障・税一体改

革」、社会保障制度改革推進法に基づく「改革」との整合性があり、とりわけ障がい者施策

と介護保険との「統合」をあきらめていないことも明らかになっています。それだけに、

障がい者・家族も社会保障「改革」そのものに反対し、国民的な共同に合流していく必要

性を学んできています。 
また、「推進法」に基づく「改革」の一つ一つが障がい者の生活にも直結している問題で

あり、消費税増税反対とともに障がい者団体の共同の一致点になるよう、働きかけを強め

ていくことも重要になっています。 

  障がい者施策をめぐっては、差別の定義も示されない「障害者差別解消法案」の問題を

はじめ、障害者総合支援法第７条の「介護保険優先」規定によって、障害福祉サービスで

あっても介護保険に「類似」「相当」するサービスは介護保険での提供とされ、これによっ

て住民税非課税世帯でも利用料支払いを強いられる問題など、さまざまな法「改正」の一

方で、取り残された問題・課題が山積みになっています。当面する国連・障害者権利条約

の実効性ある批准をめざす運動とともに、諸問題の解決のための運動に全力をあげていか

なければなりません。 
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６，ＴＰＰ参加の問題 

ＴＰＰ参加問題も含めて、混合診療の解禁も重大な情勢を迎えています。 
政府の規制改革会議（議長・岡素之・住友商事相談役）は成長戦略の具体策として検討

する規制改革の「論点」を２月１４日に発表、「論点」のなかで、混合診療の解禁を掲げて

います。 
TPP への参加は、医療保障を破壊します。農業、漁業、建設業などにとどまらず、医療

分野では、この 50 年間日本の医療を支えてきた「国民皆保険制度」と、それにともなう全

国一律の医療費の料金という二つの規制を打ち壊すことが、TPP 協議の課題になります。 
米国通商代表部（USTR）が「2011 年外国貿易障壁報告書」で、日本が牛肉や米、郵政、

共済、医療、血液製剤など約 50 項目について「過度な規制」などによる「貿易障壁」を設

けているとして、規制緩和などの市場開放を要求しています。医療については、外国事業

者を含む「包括的サービスを行う営利病院」の参入が「規制されている」と攻撃。郵政や

共済事業についても「対等な競争条件」などを求めていくと主張。HIV の感染拡大の主要

因となった米国製血液製剤についても、「輸入規制を緩和することによって、患者の血漿製

剤へのアクセスを拡大するよう日本に求めている」としています。 
TPP は、企業が諸外国でもうけをあげるための協定で、もうけのじゃまになる規制など

を取り払うことが目的です。医療が株式会社によるもうけの場（市場）として，解放され

れば、医療費は競争によって下がるどころか、高騰します。 
安倍首相は３月１５日に TPP への参加を表明、アメリカとの協議がすすんでいます。安

倍首相は、「国民皆保険は守る」としていますが、アメリカをはじめ TPP に参加する各国

には、同様の制度はありません。「守る」としている「皆保険」は、「原則として全ての国

民が加入する制度（改革推進法第６条）」という意味での皆保険であって、私たちが求める

「いつでもどこでも誰もが安心して適切な医療を受けられる」制度は空洞化されることに

なるでしょう。 
また、こうした医療の規制の解除は、医療・介護・保育さらに生保も含めて社会保障分

野を成長産業と位置づけて市場にしようとしている日本の大企業・財界の要望でもありま

す。 
 生命保険協会の会長を務める明治安田生命の松尾憲治社長は、「公的介護保険は介護に必

要な最低限のサービスを提供する程度で、それだけでは足りない」「そうしたときの資金を

拠出するために『われわれの消費を利用してはどうですか』と提案している」（「週刊東洋

経済」１０１２年１２月８日号）と述べています。 
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Ⅱ，１年間の活動総括の概要 
 ＊年間の日誌は別掲 
 

１.「一体改革」、「推進法」廃止のとりくみ 

１）「社会保障の充実を求める署名」 

「一体改革」阻止をめざして取り組まれた「社会保障の充実を求める署名」は、加盟団

体、県・地域社保協の奮闘で約３１７万の署名を集約しました。かかげた 1000 万の目標に

むけ奮闘しましたが、3 分の 1 の到達にとどまりました。各団体の取り組む署名の要請項目

に、「一体改革撤回」を統一要求としていれることができた点や、消費税廃止各界連と消費

税増税反対と社会保障改悪反対で共同を強め、各界連は、社保署名も独自に増刷、障害者

の生活と権利を守る全国連絡協議会も社保署名に独自課題を入れて増刷するなど共同の広

がりをつくり出しました。また、各地の活動で大いに活用されました。 
年末の総選挙による安倍内閣の誕生と、成立した「推進法」にもとづく社会保障の全面

改悪の内容が明らかになる情勢の下で、「憲法違反の推進法を廃止し社会保障制度の拡充を

求める請願署名」を武器に、事実上の憲法改悪である「推進法」の危険な中身を広く暴露

し、社会保障の自己責任化を許さない世論を構築しとの方針を掲げ、2 月の全国代表者会議

で意思統一をし、新たな署名と運動に取り組んできました。 
すでに、131 万 5 千枚（署名欄にして６００万人分）が活用されていますが、「推進法」

そのものがほとんど知られていない状況のなかで、新たな奮闘が始まっています。 
また、参議院選挙に向け、推進法のねらいと内容を宣伝、学習し、「消費税は社会保障の

ため」や「自助、自立が原則」などのまやかしを徹底的に暴露しようと提起し、これまで

に北海道、岩手、宮城、栃木、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、奈良、京

都、大阪、滋賀、和歌山、近畿、岡山、広島、山口、香川、高知、福岡、熊本、宮崎、鹿

児島、沖縄などで県レベルの学習や学習決起集会がもたれています。 
「推進法の正体」パンフレットは、初刷り 3 万冊を普及し、２万冊を増刷しました。 

 
２）政治を変える運動と一体になったとりくみ 

新自由主義「構造改革」を転換するとりくみをすすめ、12 月の総選挙、そして直面する

参議院選挙に取り組んでいます。この課題は、これから数年にわたるたたかいの課題です。

新自由主義「構造改革」とは、大企業・財界のあくなき儲けの追求を保証するための一連

の改革です。消費税増税も「一体改革」としての社会保障の全面攻撃もその一環です。 
 この間の「構造改革」が格差と貧困を広げ、「餓死・孤立死」や「手遅れ死亡事件」、「自

殺」などをまねいていることはまちがいなく、「社保協出番の情勢」ととらえて全国で奮闘

してきました。 
 
３）加盟各団体での奮闘 

＊各団体からの報告を参照 
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２、各分野からの反撃 

１）生活保護改悪に反対する取り組み 

先行している生活保護基準の切り下げを阻止する課題では、通常国会開会後５回の議員

要請行動を行うとともに、「ストップ切り下げアクション」が企画した３回の院内集会や、

厚労省前行動などに参加しました。 
生活保護制度の改悪案の国会上程も予定されており、運動の強化が求められます。 

生活保護基準引き下げ反対アクションメンバーと（生活保護改悪反対全国会議等）全労連、

民医連、自治労連等とともに連携し、署名、学習会、決起集会等に取り組ました。アクシ

ョンの活動にも結集しました。 
 餓死・孤立死の頻発で、生活と健康を守る会連合会ともに厚労省、経産省への交渉を繰

り返しました。 
 基準切り下げは、安倍政権のもとで重要な局面を迎えています。1 月 17 日には、緊急の

学習決起集会（エデュカス東京）を開催し、108 人の参加で反撃ののろしを上げました。 
各県社保協の奮闘で、切り下げ反対の意見書採択をした市町村が８６におよびました。

バッシングのなかでの広がりは、各県での生健会や社保協の訴えの広がりを示すものです。

千葉県の大網白里市での奮闘などありました。 

生存権裁判では、新潟地裁に続いて青森地裁、秋田地裁でも不当判決が行われました。 
すでに原告団は、高裁への上告し、新たなたたかいが始まっています。支援活動の強化

が求められます。 
 
２）餓死・孤立死を無くすたたかい 

札幌市白石区、さいたま市、立川市等で、餓死・孤立死が相次ぐなかで、１１月末にな

り寒さが厳しくなってきた中、札幌市東区、石川県志賀町で死亡事件が相次ぎました。こ

の２つの事件は、厳寒期が始まったもとで、生活困窮から電気料金などの滞納でライフラ

インが止められ死に至ったものです。このような事態を絶対に看過できないと、１２月１

２日、中央社会保障推進協議会（中央社保協）と、全国生活と健康を守る会（全生連）は、

厚生労働省、経済産業省に対し、餓死・孤立死を根絶する対策を求める緊急要請を行いま

した。 
 
３）被災地支援 

 医療費、介護利用料、保険料の減免打ち切り問題で、被災地の社保協、団体と共同して

厚労省交渉を行ってきました。被災地の現状にもかかわらず、昨年 10 月から、それまでの

10 割負担していたものを、国 8 割・自治体 2 割に縮小され、そうした中で、今年 3 月末で、

宮城県は自治体 2 割負担の一部の負担もしない判断をし、減免打ち切りとなりました。 
 減免の再実施を求めて運動を強化がもとめられています。 
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３.地域社保協の結成と活動 

１）地域社保協の前進と後退 

第５６回総会の地域社保協の結成方針が受け止められ、愛媛・内子町で地域社保協が結

成され、県の生存権裁判全国連絡会の結成に結びつきました。茨城県で石岡地域社保協が

３月に結成されました。埼玉県ではふじみ野社保協（７月）、白岡市社保協（１２月）が新

たに結成されています。また、さいたま市の見沼区社保協が７年ぶりに再結成され、市内

全区で地域社保協が活動を開始しました。また、東京社保協では、今年 9 月に狛江市社保

協が結成される予定で、これによって都下２３区２６市すべてに地域社保協ができます。 
地域社保協は、４１都道府県に３５６（内１８は国保を良くする会などの友好組織）で

結成されています。結成を目指している準備会は、千葉県の佐倉市、白井市、八千代市な

ど２１カ所あります。 
一方、島根県と香川県で地域社保協がなくなり、地域社保協のない県が６県（秋田、高

知、佐賀、大分）となってしまいました。 
 
２）自治体キャラバンの取り組み 

 多くの県で自治体キャラバンが定着してきています。自治体キャラバンや自治体要請な

どで、子ども医療費無料化の拡大やワクチン接種の補助などで成果をあげています。また、

キャラバンを通じて、「地域社保協が必要だ」との声も生まれています。 
 ただし、各県の取り組みには、事前アンケート調査、事前学習会の開催、キャラバン後

の成果や課題の報告会など、実施内容に差があることも事実です。今後、すべての県での

自治体キャラバンの実施やキャラバンの内実を高める取り組みなどが求められています。 
 以下、各県社保協からの報告から、各地の取り組み状況を紹介します。 
 
＜北海道＞独自に「国民健康保険」「介護保険・高齢者福祉政策」の自治体アンケー

トも行い、住民本位のまちづくりに向け自治体への働きかけも重視しました。そのた

め、地域社保協交流集会（1.11-12）も行いました。 

＜青森＞自治体キャラバン（10/29～11/02）を実施し、同時に議会請願・陳情を行った。1
2月10日にはキャラバン学習会を開催。 

＜岩手＞昨年度（2011年度）実施をしたキャラバン行動は未実施。 

＜山形＞県内自治体要請キャラバンを実施（事前学習会も実施） 

＜宮城＞自治体キャラバン2012 11/26スタート。宮城県に対する乳幼児医療費助成拡充を求め

る自治体陳情・請願 

＜秋田＞秋の自治体陳情キャラバン行動を県実行委員会で実施。「年金引き下げの中

止を求める陳情」、「生活保護の引き下げをしないことを求める陳情」の2件が社保協

担当。 

春の自治体陳情・要請キャラバンを2月14日に実施した。 

＜茨城＞医療・介護・福祉のキャラバン行動を主要自治体に向け開始した。 

＜埼玉＞６月２６日～７月１０日に取り組まれ、全６３自治体と懇談。のべ１５００

人が参加、行政側は８１７人。県政へ向けての要求共同行動を１１月９日に開催。 
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＜千葉＞キャラバンは８月１７日にスタート、各市町村と県に要請、「住民及び滞在者の安

全、健康及び福祉を保持する」自治体本来の役割の発揮を求めた。行動への住民側参加者

はのべ約７５０人、約９００人の自治体職員の方と懇談。報告集発行。 
＜東京＞地域社保教護との要請、対都交渉 

＜山梨＞国保改善で２７自治体中２１の市と懇談。４４条減免、短期証、留め置き問

題を指摘。 

＜長野＞県社保協として、県健康福祉政策課との要望懇談（福祉医療給付改善）、県

議会への請願（福祉医療改善）、県議会へ生保基準引き下げ反対（県生連と共同） 

長野地区、松本地区、飯伊地区で各当該自治体への要望懇談（キャラバン） 

＜新潟＞４回目のキャラバンを実施。全３０市町村からアンケートを回収。２９市町

村を訪問。 

＜石川＞ 恒例の自治体キャラバンの特徴・成果は以下の通りでした。 

・子どもの医療費の自治体の意向……………過半数の自治体から県への要望上げられた。  

・自殺の件数 について        ……………自殺の件数が多いことが明らかになった。 

・障害者医療費助成制度の改善が顕著：穴水町が三級 1/2 助成実施、羽咋市三級全額助成に

復帰した。 

・障害者控除認定制度：かほく市方式の提案と反響→宝達清水町実施、他にも拡がる可能

性がある。 

・健診受診率を今年は問題に。到達点はまだまだ低い。改善要求を強くすることが必要。 

・国保税の徴収は財務課、健診は健康推進課、国保は年金保険課として、国保の事業その

ものがバラバラに運営されている。だから、住民のいのちと健康を守る事業が総体とし

て進められていない現状が明らかになった。 

・「サービスは高い自治体に合わせる、負担は軽い自治体に合わせる」として自治体合併が

なされてから、早十年が立ち、合併した自治体の施策は、当初の謳い文句は時の流れと

共に消えてきている。改めて自治体合併は、なんのための誰のためのものであっったの

か、問われている。（川北町：6000 名の町だから顔が見えるから、できることが多くある） 

・住み続ける権利がどのような位置にあるのか－例えば羽咋郡市では、ほぼ郡市内でお産

ができなくなった。また奥能登では能登鉄道が廃止され、高校が統廃合され、病院が統

廃合されつつある。元気でないと奥能登はますます住み続けれない地域になることが明

らかになった。 

＜福井＞自治体キャラバンを６自治体と実施した。 

＜静岡＞９月７日の対県交渉からスタート。「実情アンケート」を送付し回答を求め

た。３５市町中２９市町（２３市はすべて）から回答。キャラバンは、他団体との共

同による自治体訪問ができなくなったため、強力議員へのお願いに重点を置いた。 

＜愛知＞2012 年「介護・福祉・医療など社会保障の施策充実とくらしを守る愛知自治体キャラ

バン」は、愛知自治体キャラバン実行委員会にて行った。事務局団体は、愛知県社会保障推

進協議会、愛知県労働組合総連合、自治労連合愛知県本部、新日本婦人の会愛知県本部

の 4 団体で構成する。54 自治体を 5 つのブロック 4 日間 19 コースに分け訪問する。各コース

の参加者総数は延べ９３３人（８３１人）。そのうち共産党議員は７４人（７５人）だった。愛知県に

３３人（３１人）、名古屋市に４５人（５１人）が参加し、名古屋市には共産党議員が４人（２人）参
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加。自治体側の参加者は７２３人（６９３人）だった。 

事前学習会は、要請事項だけでなく「社会保障と税の一体改革」の動きや国保の広域化、

介護保険の「見直し」等と地域の具体的要求の検討も含め、全地域での開催を目標に取り

組み、１７地域で開催し２５３人が参加した。陳情書への文書回答・アンケート回答も準

備し、地域の到達状況もつかんだ交流の場になっている。 
要請の重点は、「福祉医療の存続拡充」の課題を最重点に位置付け、各自治体の理解を

求め、県への意見書提出を要請。また、「市町村の福祉施策充実」について、「１．安心できる

介護保障、２．高齢者医療などの充実、３．子育て支援、４．国保の改善、５．障害者施策の充

実、６．健診事業、７．予防接種、８．生活保護」の各項目について要請するとともに、8 項目に

ついて国へ愛知県および愛知県後期高齢者医療広域連合に対する意見書提出を要請した。 

＜岐阜＞県下２１市＋３町＋県の２５自治体との懇談を１０月～１２月に実施。 

 羽島市では市長が初めて懇談会に参加。社保協加盟団体からの懇談会参加者は延べ

２７０名。全ての加盟団体で昨年度より参加者が増加。 

全日程１５日間のキャラバンで、圏域ごとの事前学習会が開催できず。 

多治見市を除き１５歳までの医療費助成が拡大した。大垣市・山県市では１８歳未

満まで拡大。西濃圏域自治体でこの動きが拡大中 

市町村合併により介護・福祉の行き届かない自治体が増えた。 

 懇談会では、お母さんたちから「インフルエンザ予防接種」助成拡大を求める声が

大きく。２人以上の子どもがいる場合家計負担大。 

子育て支援（人口対策）助成に力点を置く自治体と、肺炎球菌ワクチン助成に力点

を置く自治体に分かれた。肺炎球菌ワクチン助成に消極的な自治体は、「この接種で

対応できる肺炎は限られる」との回答が占めた。 

飛騨・東濃圏域における産科問題は深刻。 

＜滋賀＞自治体キャラバンは県労連が中心となり開催をする。 

＜京都＞府内全市町村への要求・申し入れと懇談。１０月２日～１２月２７日にわた

って実施。２５市町村、京都府と懇談、要望を行った。 

＜大阪＞2012年度自治体キャラバン行動は7月2日の四條畷市を皮切りに、10月16日の東

成区までの47日間、のべ1255人が参加。要望項目は、①医療・国保②特定健診・がん検診

③介護保険④生活保護⑤こども施策・子育て支援で、さらに地域的な要望項目をプラスする

という方針でしたが、全ての地域での十分な議論が難しく、課題を残した。 

事前アンケートは、国保・健診・介護保険・生活保護・子ども施策（医療費助成制度・妊婦検

診・就学援助）について 4 月中旬から 6 月にかけて行い、資料集は 2000 冊を作成、地域・団

体への事前配布と、全市町村担当課長あてにも事前に送付した。 

事前学習会は 40 カ所で開催され、特に事前準備が全くない中での行動実施を出来るだけ

さけるために、河南ブロックと泉南ブロックで合同学習会を実施した。 

訪問先は、府内 42 市町村と大阪市内 24 区役所の全てを訪問しましたが、くすのき広域連

合キャラバンは「懇談会場費の請求」という前代未聞の事態となったため、結果的に年度内実

施ができなかった。 

後半の大阪市内キャラバンは、新区長制度がはじまるという状況にあわせ、「スタート集会」

を持つなど、これまでにない構えで取り組まれた。 
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2012 度の特徴は、小規模自治体(概ね人口 10 万人以下)の各担当者から大阪府に対する本

音がかつてなく率直に語られたということ。「権限移譲」という名のもとに、実際の実務を

殆ど全て市町村におろす一方で、「国保広域化支援方針」などに見られるように大阪府にお

ろされる特別調整交付金などの配分をアメとして上から一方的な押さえつけ言うことを聞

かせるというやり方に対しての怒りや不満が爆発した。 
また、「名ばかり市町村」とも言うべき深刻な事態が進行していることも明らかになった。生活

保護行政においては数年前から堺市や東大阪市、八尾市などで任期付き雇用の非正規ケー

スワーカーが配置されているが、それだけではなく、例えば箕面市での全ての窓口への派遣

社員配置、東大阪市での国保窓口を請負会 社への丸投げ、大阪市による認定事務センタ

ーの外部委託など、行政事務の主要部分が外注されるという事態となっている。こうした結果、

大阪市認定事務センターの場合は、半年経っても｢法定義務｣の 30 日以内決定が全体の 1 割

もないという事態が大阪社保協の独自調査と当局への追求で明らかとなった。 
いま、市民・住民の知らないところで役所が役所の機能を果たせなくなっている。そしてこれ

は住民にとって、もはや自治体が「住民サービス」を行うところではなく、税や保険料などの徴

収機能のみに特化した組織になってしまっていることを示す。自治体キャラバン行動は市町村

に要求をぶつけるだけでなく、市民目線で「いま自治体で何がおきているのか」をつぶさに見

て、知る機会でもあり、こうした実態を発信していく役割も担っている。 

＜兵庫＞兵庫県社保協としての要望書を作成し、地域社保協によっては自治体ごとの課題

を地域社保協で検討し追加するという要望書を作成し提出しました。 

アンケートの回収では、未回収の自治体は回答自治体の冊子を郵送して催促を行い、全

自治体より回答ありました。 

自治体キャラバンは、実施：27 ヵ所、未実施：14 ヵ所。内容は 2012 年度の重点課題を

絞って懇談。国保、生活保護問題など。事前の学習会実施（県社保協で 9/25自治体キャラ

バン学習会）。キャラバン懇談会前に別日程で学習をおこなった地域社保協：宝塚社保協。 

＜奈良＞１０月１５日～１１月、第２１回自治体キャラバン（３９自治体中３８自治体を

訪問）。子どもの医療費助成の拡充が急速にすすみ、小卒・中卒・高卒まで拡充している自

治体が通院は１８自治体（前年比５増）、入院は３２自治体（同１６増）に。 

＜岡山＞全県キャラバン・・・12.10/30-11/2。県交渉・・・13.2/18 

＜島根＞11月～12月自治体キャラバン。事前アンケートは全１９自治体より回答。訪

問は11自治体。各自治体で新婦人・年金者組合・民商・生協などから参加。 

各構成団体で医療・介護職員の充実、子どもの医療費助成、生活保護の改悪、年金

制度改善について自治体要請・議会請願が行われた。 

＜山口＞全市町への新春キャラバン実施（１月１０日から１１日）、県交渉１２月２

５日。 

＜香川＞11月に、県下の全自治体と後期高齢者医療広域連合へのアンケートと要請行

動を実施した。また中央社保協からの提起を受けて、県下の全自治体議会に対して、

国に生活保護基準の引き下げ反対の意見書提出を求める陳情書を提出し、坂出市につ

いては議運での趣旨説明も行った。 

＜高知＞秋の全県キャラバンは10月15日と22日の週を中心に行いました。「自治体か

ら貧困をなくし地域を守ろう。消費税増税をやめ社会保障の充実を」の要求スローガ
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ンを掲げ、自治体の姿勢確立を求める視点で取り組んだ。キャラバン事前学習会は1

0月1日から4日まで6会場（安芸、南国、高知2会場、須崎、四万十）で開催し延べ52

人が参加しました。 

＜佐賀＞（2012.10）・社会保障関連の具体的要請、事前学習会、報告集会 

＜長崎＞１１月に実施、事前に自治体アンケートを実施。 

＜熊本＞2012年10～11月にかけてキャラバンを行いました。事前に「国保･介護・子ど

も」の３項目についてのアンケートを行い、それをもとに自治体に懇談・要請を行ってい

ます。 
＜大分＞１１月１２日～１９日まで姫島村をのぞく１７市町全部を訪問。国保、介護、推

進法廃止の要請。１１月に県議会に請願。 
＜宮崎＞１１月２日から約１ヶ月、全２６市町村に実施。 
＜鹿児島＞鹿児島県の陳情書を提出、対県交渉。 
 

４，中央社保協主催の交流集会などのとりくみ 

１）国保改善全国運動交流集会 

 「まとめ」参照 
 
２）２０１２「介護改善運動全国交流集会」、２０１２「介護 110番」 

 １２年の「介護改善運動全国交流集会」は、５月２０日に東京で開催し、大阪社保協介

護保険対策委員の日下部雅喜さんの講演していただきました。また、介護労働の現場、利

用者の立場、障がい者の実態、介護改善の運動の実践、事業所から見た介護報酬改定の問

題など、多角的な発言で、介護保険が抱える問題点と運動の課題を浮き彫りにしました。 
１１月１１日の「いい介護の日」に「２０１２介護 110 番」を取り組みました。 
０２年４月の介護保険の報酬改定にあたり、訪問介護の時間区分の変化、利用者への影

響、さらに訪問介護事業所の経営状況やホームヘルパーの給与について影響調査を実施し

ました。１１都府県８８９訪問会議事業所、５万１０３０ケースについて回答がよせられ、

訪問介護時間の短縮やサービスが削られた状況など、改定が大変な現実を引き起こしてい

ることが明らかになり、社会的な告発を行いました。 
 
３）第４０回中央社保学校（兵庫）の開催 

 第４０回中央社保学校は、9 月 20 日～22 日、兵庫県神戸市三宮で開催しました。３日間

を通じて４１３人が参加（全国参加者１６９人、現地（兵庫、大阪、京都）２４４人）。共

催いただいた兵庫・大阪社保協をはじめ、近畿ブロックの各県社保協の奮闘により、過去

１０年間に開催された社保学校では、第３１回（宮城）に次いでの４００人を越える参加

者となりました。 
 学校は、「社会保障の拡充で貧困の根絶を」を統一テーマとして開催、１日目の雨宮処凛

氏、井上英夫氏、吉永純氏によるシンポジウム、２日目の石川康宏氏、３日目の二宮厚美

氏の講演を柱に、２日目の午後は入門コースと実践コースにわかれての分科会を開催。「情

勢にマッチして学ぶことができた」など、活発かつ深い学びの学校となりました。 
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Ⅲ，今期の運動方針 

＝「一体改革」撤回、「推進法」を廃止し、権利としての社

会保障の確立を＝ 

 
  ◆「一体改革」を撤回、憲法違反の推進法を廃止し、権利としての社会保障の確立を！ 
  ◆消費税増税阻止、応能負担にもとづく社会保障財源の確保を勝ち取ろう！ 
  ◆憲法 96 条、第 9 条の改定に反対！ 
  ◆社会保障大改悪、消費税増税、憲法改悪などを阻止するために参議院選挙に全力を

あげよう！ 
  ◆高齢者が安心して暮らせ、子どもたちの健やかな成長と、青年の働きがいのある 

街つくりをめざそう！ 
  ◆地域の拠点となる地域社保協の再建・結成、強化を！ 
 

１，安倍内閣の危険性を暴露し憲法改悪許さず参議院選挙に全力を 

安倍内閣の「アベノミクス」と称する新たな「構造改革」路線の推進を許さず、「推進法」

の廃止、消費税増税反対、ＴＰＰ参加反対、原発ゼロと、社会保障の再構築の旗を掲げ大

運動を展開します。 
 歯止めのかからない格差と貧困の拡大に立ち向かうともに、根底にある「構造改革」の

政治を転換するたたかいを大きなものにしなければなりません。 
このたたかいは、財界とアメリカ言いなりの政治を切りかえるたたかいでもあります。

社会保障の財源では、無駄遣いや行き過ぎた富裕層、大企業減税を中止し、応能負担の原

則に立って財源をまかなうことです。雇用、労働条件の改善、中小企業支援などにより、

国民全体が応分の負担で社会保障を支えることができるようにすることです。そうしてこ

そ持続的な社会保障拡充とともに財政再建の展望も出てきます。 
 「推進法」と安倍内閣の危険性を徹底的に暴露し、憲法を活かした社会保障拡充に向け

た政治のあり方、消費税に依存しない財源のあり方を国民の間で大いに論議し、これと一

体で運動の前進をつくり出しましょう。 
また、「地域に根を張って」「起きている事態をつかみ」「地域に知らせ、国や自治体に要

求する」「ねばり強い」運動は、ますます重要性を増しています。 
 直面する参議院選挙では、安倍内閣の危険性を徹底的に暴露し、「社会保障破壊、消費税

増税、原発再稼働、ＴＰＰ参加、憲法改悪」という路線にストップをかけ、安心して生活

できる国づくりと憲法を活かした権利としての社会保障の確立へ転換を図らなければなり

ません。 
 社会保障破壊の根本に「推進法」があり、各制度の改悪を許さぬためにも、「推進法」の

廃止が求められます。 
 推進法廃止の旗を高く掲げながら、諸制度の改悪と対抗し、地域に根を張って、消費税
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増税ストップ、改憲許さず、権利としての社会保障制度再構築の運動をすすめましょう。 
 

２，「推進法」廃止、消費税増税阻止の運動の強化を 

１）事実上の改憲である「推進法」を廃止に追い込もう 

「憲法違反の推進法を廃止し社会保障制度の拡充を求める請願署名」を武器に、「推進法」

の危険な中身を広く暴露し、社会保障の自己責任化を許さない世論を構築しましょう。 
雇用破壊と併せ、負担増への悲鳴と社会保障拡充の要求は高まらざるを得ません。情勢

で見てきたように、つぎつぎと負担増が国民を苦しめる１年間です。具体的な改悪内容も

明らかになり、推進法の持つ危険性への理解も広がるものと思われます。先行している改

悪もあり、各制度ですすめられてきた運動をいっそう強化しながら、「推進法」廃止の世論

に結びつけていく視点が重要です。 
具体的な改悪案が明らかになるなかで、たたかいかたも発展させます。 
推進法廃止と具体的なそれぞれの改悪を阻止するたたかい、「構造改革」路線を転換させ

る戦いを結合し力を合わせて行くには、さらに知恵を出し合う討議が求められています。 
 
２）闘争委員会を設置、各団体の運動の調整と知恵と力の結集をはかります 

中央社保協では、住江代表委員を委員長に、「推進法廃止をめざす闘争委員会」を設置し

ました。中央社保協事務局（事務局長・次長）に加え、医労連、全生連、福保労、自治労

連、年金者組合、新婦人からもご参加いただき、運動の情報の共有と調整、知恵と材料の

結集をすすめます。具体的な要請行動や宣伝などの調整をおこないます。 
この闘争委員会では、推進法廃止を目指し、①署名、パンフ等の活用も含めて、各団

体、労働組合の訪問活動。②ニュース、ホームページ等を通じて全国の取り組みの動向

を発信し、連携を強める。③ビラを作成し各加盟組織ならびに地域での街頭宣伝等々で

活用する。④要請ハガキ、ＦＡＸ行動の検討（内閣総理大臣、厚生労働大臣、国民会議

メンバー等）。⑤各団体の運動の交流と署名推進ニュースの発行などを行います。 

 
３）先行する生活保護改悪を許さない運動に全力を 

喫緊の課題として、「社会保障解体」路線の露払いとしての生活保護改悪が先行していま

す。ひきつづき、基準切り下げを許さぬたたかいをすすめるとともに、制度改悪に反対す

る運動を構築します。 
全生連からの呼びかけによる「廃止を求める緊急署名」に取り組みます。署名に取り

組む期間は、今国会会期末としますが、廃案にするまで闘いましょう。 

また、法案廃案の団体要請（別紙、内閣総理大臣・厚生労働大臣宛と各政党宛）に取

り組みます。 

「私の一言」を組織します。生活実態と改悪や基準引き下げにともなう不安な気持ち

や、生活保護制度改悪や基準引き下げに対する、怒りや疑問を届けましょう。 

基準切り下げの告示を行わないよう厚生労働大臣へのＦＡＸ要請をひきつづき強化

します。 
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法案提出の情勢にともない、当面する国会要請行動の強化を訴えます。 
また、生存権裁判の支援を強化し、基準切り下げが生活・くらしの切り下げであること、

社会保障は「自助」「自己責任」ではないことの宣伝と学習を強化します。 
また、ジェネリック薬の保護受給者への強要も検討されています。これも自己決定権の

否定であり医療の差別化をもたらすものであり、断固反対します。 
 生活保護そのものを知る運動や生活保護水準以下の方々の集団申請運動、生存権裁判を

支援する会の全国での結成などいっそうの活動強化をすすめます。 
また、警察官ＯＢの配置問題で、大分市では警察官ＯＢが直接申請者に対応し、プライ

バシーにまで踏み込む脅しを行い、申請者を追い返すなどの事件が起こっています。配置

をやめさせるとりくみも課題です。 
埼玉県三郷市と大阪府枚方市で画期的な２つの裁判勝利がありました。（判決内容とその

意義については、各弁護団声明、ならびに「社会保障」誌を参照） 
この判決を生かす運動をすすめます。 
 

４）分野ごとのたたかいを強化し、共同を広げ推進法廃止に結びつけて運動を 
 ①医療、国保では、高すぎる医療費の窓口負担・介護利用料負担の軽減が緊急に必要で

す。医療・介護保険制度の改善と報酬の底上げ、後期高齢者医療制度の廃止を求めます。 
 ７５歳という年齢で差別する後期高齢者医療制度にたいし全国で廃止を求めるたたかい

が粘り強く進められています。滋賀では４月に高齢者運動連絡会が３１回目の「即時廃止

を求める昼休み集会」開いています。各地で引き続き、不服審査請求もたたかわれていま

す。北海道など各地に後期高齢者医療制度に「怒る会」など運動組織が活動しており、麻

生発言に抗議し、「７０～７４歳の２割負担化反対」を強く求めています。 
 とりわけ、国保では４月の交流集会で提起した課題を進めます。 
 また、差し押さえ問題についての学習交流集会を検討しています。 
 
 ②介護保険では、「社会保障制度改革推進法」の廃止を掲げると同時に、急ピッチですす

められる「国民会議」、社会保障審議会各部会の議論に合わせて、「介護改善要求緊急署名」 
に取り組んでいます。６月５日には、国会行動に結集し、「介護改善学習院内集会」を開催

します。 
 来春に向けて、共同の取り組み強化のために、秋に開催予定の「介護の職場で働く仲間

の全国交流集会（仮）」に積極的に参加し、実行委員会に結集します。 
 

③年金切り下げへの怒りを組織する運動を強めます。 

 今年は、60 歳の年金がまるまる給付されなくなる年です。あらためて、年金切り下げへ

の怒りを組織する必要があります。また、実施が強行された場合、12 月の支給から年金額

が減らされます。このことへの怒りを組織します。 

 推進法では、マクロ経済スライドの物価下落時での発動による年金給付額の継続した引

き下げや、支給開始年齢のさらなる引き延ばしが検討されています。 

そもそも貧困な国民年金の改善、「最低保障年金制度」の創設を求めます。 
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④保育の市場化が進行しています。待機児問題もいっこうに改善していません。安心し

て子どもを産み育てられる社会への転換が求められています。 

 

⑤２０１０年１月７日、国（厚生労働大臣）と障がい者の自立支援法は憲法違反とする

訴訟団が、「基本合意」文書を締結し、国は障害者の基本的人権の行使を支援する新しい施

策の推進を約束させました。障がい者団体は、この「基本合意」にもとづき、障害者の基

本的人権の行使を支援する新しい施策を推進させる運動を展開しています。当面、以下の

課題を推進する運動を共同します。 
１）「自立支援医療に係る利用者負担」の低所得者無償化を実施する。 
２）配偶者や親の収入を理由に利用者負担を求めない。 
収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定する。 

３）６５歳になる障害者の介護保険優先原則（障害者自立支援法第７条）を廃止し、障害

の特性を配慮した選択制等の導入をはかる。 

４）障害程度区分は使わずに支給決定をする 

５）市町村民税非課税世帯の利用者負担をなくす 

６）「制度の谷間」のない障害の定義をおこなう 
 

⑥国民生活の困難が加速しています。 
地域から「餓死、孤立死」「手遅れ死」を出さないネットワークの取り組みを強化します。

民医連がすすめている「無料低額診療事業」や、集団での生活保護申請などについて、関

係団体と協議します。 
 貧困と格差の中でも子どもの貧困が重大問題となっています。実態の告発をはじめ、貧

困克服の重要課題としてこの問題に取り組みます。 
 地域社保協を軸に、国保をよくする会や介護をよくする会、反貧困ネットワークや、見

回りボランティアなどを進めている団体との連携を強化します。 
 
 ⑦復興支援に取り組みます。免除措置の継続を求める運動を強めます。 
国民健康保険及び後期高齢者医療制度における一部負担金の免除並びに介護保険サービ

ス利用者負担額の免除措置について、平成 24 年 10 月に遡及して国の全額負担で実施する

よう求めます。 
 

５）消費税増税阻止、選挙制度の抜本改革を 

消費税の増税は秋に実施が決定をされます。参議院選挙で、実施できない状況に追い込

むことも必要です。ひきつづき、消費税廃止各界連の署名に取り組み、署名・宣伝行動な

どの連携を強めます。 
消費税増税を阻止し、応能負担にもとづく社会保障財源の確保を勝ち取りましょう。 
また、小手先の「０増 5 減」につづいて、比例定数の大幅削減がねらわれています。昨

年末の総選挙の結果は、小選挙区マジックによるものです。真に民意の反映される選挙制

度への抜本的な改善を求めます。 
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３，ＴＰＰ参加反対の運動 

ＴＰＰをめぐる問題では、各地で農協や漁協、医師会などが参加する共同の運動がすす

んでいます。また建設業界の中でも問題視する発言が増えてきています。これらの運動に

積極的に参加するとともに、ＴＰＰ参加によって医療制度の破壊がすすむことや、なによ

りも国民の暮らしが破壊されることの理解を広め、反対運動を強化します。 

 

４，当面するとりくみの具体化について 

１）とりくみの基本 

① 国民会議における8 月のとりまとめを最大限阻止、骨抜きにする運動の強化が、そ

の後の法案化段階のたたかいにとっても決定的に重要です。消費税増税やアベ労働ビッ

グバンを許さないたたかいなどともむすんで、「社会保障解体法を廃止し、憲法をいか

して、いのちと安全優先の社会保障に転換せよ」という声と運動を攻勢的に展開します。 

② 国民会議等の具体化の状況に即して、各分野（医療・介護、年金等）からの実態告

発と反撃を機敏に展開し、共同を大きくひろます。 

③ 社会保障解体法の具体化を許さない第一弾のたたかいとして、ナショナル・ミニマ

ムとしての生活保護制度をまもるたたかいを重視します。生活保護基準引き下げの大臣

告示を許さないとりくみをすすめるとともに、今国会での生活保護制度の大改悪を許さ

ないたたかいを攻勢的に展開します。また、保育制度の改悪を許さず、認可保育園の緊

急増設などを求める地域からの新たな運動をひろげていきます。 

 

２）学習運動を徹底して強化する 

学習運動を強化し、社会保障解体法の本質とそのもとでの具体化状況を広範な攻勢に

伝え、運動への決起を呼びかけることが決定的に重要です。 

「推進法の正体」パンフレットなどを活用して、各組織や県段階での学習会を強める

とともに、職場、地域段階での学習会のひろがりをつくりだしていきます。 

 

３）推進法廃止署名を軸に、世論構築を大きくすすめる 

社会保障解体法の廃止をめざす世論構築の最大の柱として、「推進法廃止」署名のと

りくみのテンポを引き上げ、徹底して推進します。そして、参議院選挙の大きな争点に

押しあげます。 

8 月とされる国民会議のとりまとめを意識して、集中したとりくみを展開します。構

成員や組合員からの早急な署名集約を重視するとともに、街頭署名宣伝行動や友誼団体

等への協力要請を積極的にすすめていきます。そのため、新たなチラシ（清刷り）など

の活用を強めます。 

 

４）政府に対する声の集中と国会行動への結集強化 

8 月のとりまとめを許さないため、ファックス運動やハガキ要請など、国民会議と政
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府・厚労省に対する声の集中を強めます。 

また、6 月5 日に予定されている国会行動への結集を強化し、国会議員要請行動を大

きく展開します。なお、生活保護制度の大改悪法案については、緊急の行動を早急に具

体化します。 

 

５）秋の国民的大闘争の準備 

国民会議のとりまとめを踏まえ、秋の段階では社会保障改革の動きが加速され、さら

に医療・介護や年金等の大改悪法案等の準備も本格化されると想定されるもとで、新た

な署名の検討や国民的大闘争の構築について、中央・地方で早急に具体化を検討してい

きます。 

予定される１０・２４国民大集会を成功させます。 

 

６）ＳＴＯＰ生活保護基準引き下げ！ 厚労大臣は告示を出すなアクション 

日時：６月５日（水）１３：００～ 
予定：１３：００ 集合 
１３：３０ 厚労大臣への意見提出（個人請願行動） 
１４：１０ デモ行進（内幸門⇒銀座方面） 
 
７）介護改善全国交流集会 

日時：６月５日（水）１４：００～ 

場所：衆議院第１議員会館多目的ホール 

 ならびに、秋予定の「介護の職場で働く仲間の全国交流集会」（仮）に参加します。 

 

５，地域からの運動の強化 

地域から、国保、介護、貧困根絶のとりくみを大きなうねりにしていきましょう。 

「餓死・孤立死」をくり返さないまちづくりにつなげましょう。 
国民の要求と力に依拠した運動の提起と、世論を大きく巻き起こしていくことが重要で

す。地域に社保協の旗を立て運動の「拠点」を作るとともに、地域での住民との対話と要

求実現の運動を進めていくことが求められています。社保協は、自治体キャラバンを始め

自治体への要請・交渉、相談活動など、貴重な経験をもつ地域になくてはならない組織と

言えます。 
社会保障の全面解体が提起されつつある情勢の下で、「地域に根を張って」「起きている

事態をつかみ」「地域に知らせ、国や自治体の要求する」「ねばり強い」運動は、ますます

重要性を増しています。 
 

①自治体キャラバン運動の全県での開催を目指し、成功させましょう。県・自治体への要

請、懇談を繰り広げ、地元の国会議員への要請、懇談も強めましょう。 
 
②各自治体の予算案が検討されていく中、社会保障にかかわる予算の確保を求めた要求運
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動を展開しましょう。具体的に以下の点を求めていきます。 
・国保、介護等、保険料の引き下げ 
・医療費無料化の拡大（子ども、高齢者、国保４４条減免） 
・ワクチン助成 
・協会けんぽの各県支部に対して、保険料値上げに対する抗議を 
・地域医療計画の見直しの動向について、聞き取りを 
・生活保護行政をめぐって、相談件数、申請件数などの調査を。また、警察官ＯＢの窓

口配置に対して、機敏に撤回させるとりくみを 
・孤立死をなくすとりくみを（地域での共同を） 

 
③国保・介護１１０番など、相談活動を重視し、期間を定めて実施するなど、地域の団体

と協議して進めましょう。 
・恒常的な相談活動についても検討課題です。 

 ・介護、医療で、高すぎる窓口負担を問題にし、「介護難民」や「療養難民」などの実態

を可視化するとりくみをいっそうすすめます。 
 ・報酬改訂後の実態調査なども検討（事業所、介護労働者など）します 
 ・労働相談にも介護現場のひどい労働実態が持ち込まれています。 
  「いい介護の日」の全国的な介護１１０番活動は12年度も実施する方向で検討します。 
 

６，組織強化案 

１）全国津々浦々に社保協の旗を！ 

日本全国津々浦々に社保協の旗を立てていきましよう。 
 
2013 年 5 月現在、４１県、３５６地域社保協・友好組織、２１地域社保協準備会が

各地で活動しています。 

 
●昨年提起した目安を再掲します。 

  ①現在、20 市ある政令指定都市および、中核都市(現在 40 市)のすべてで社保協の結成 
をめざしましょう。 
政令指定都市は 50 万人以上、中核都市は 30 万人以上の法定人口を有する都市であ

り、社保協の役割は大きいものがあります。地域ブロック、県社保協ならびに関係組

織と協議し、市社保協の結成をめざします。 
②ブロック事務局長会議の定例開催と、ブロックで協力し合っての地域社保協交流集

会や社保学校、国保や介護での学習交流集会等の開催を検討します。 
③国保、介護、保育など、課題別に「よくする会」等の運動も、各地で繰り広げられ 
ています。社保協への結集を呼びかけると同時に、地域での要求掘り起こしの運動を 
ともに進め、相談活動等を通じて住民との対話運動を強めます。 

 

 



29 
 

 

 

２）事務局体制の強化 

  社保協運動を推進するにあたっての中央社保協事務局の役割は大きく、さまざまな

事務局運営への意見・要望を率直に受け止め、事務局の強化と機敏な運営に努力する

ものです。 
①事務局次長会議は、社保協活動を実務的に支える上でも重要であり、開催を強化 
します。 
②要望の大きいホームページの充実のために、ホームページを日常的に更新できる 
体制確立に努力します。 

また、「中央社保協ニュース」を月二回以上発行できるようにするなど、加盟組 
織の取り組みの集中と教宣活動の充実を図ります。 

  ③代表委員、運営委員各団体の協力を得ながら、事務局への有効な人員の補充や配 
置を検討します。 

  

３）社会保障各分野ごとでの部会の確立と関係団体への結集 

社会保障各分野における情勢と運動課題を深め、共同の取り組みを強めるために、

部会を開催し関係団体に結集してきました。 
現在は、国保部会と介護・障害者部会を開催し、生活保護分野は「生存権裁判全国

連絡会」ならびに「生活保護改悪ストップアクション」、保育分野は「よりよい保育・

実行委員会」、年金分野は「安心・年金つくろう会」に結集、医療団体連絡会議、消

費税廃止各界連とも共同を強めています。 
将来的に、各分野ごとでの部会の確立をめざすことが重要ですが、現状においては、

現有体制を維持し、関係団体への結集をより強化します。 
 
４）社会保障誌の拡大と内容の充実 

社会保障誌は、長年の社保協運動を支え、大きな役割を発揮してきましたが、近年 
減少傾向（次ページ表参照）にあり、社会保障誌そのものの在り方（発行形態等）を 
含め、内容の充実とともに検討が必要になっています。 
 
①編集委員会（現体制－保団連、新婦人、福祉保育労、障全協、建交労、民医連、 
事務局、顧問）の補強を検討します。 
②企画の充実等を図るために、編集委員会と代表委員会、運営委員会等との連携を 
検討します。 
③編集費、印刷費等の経費削減に努力するとともに、漸減傾向が止まらない現状を 
克服するために、短中期的な拡大計画について検討します。 
 

５）第４１回中央社保学校(熊本)を必ず成功させましょう。 

 ＊企画案を別途お知らせします。 
日時：10 月 17 日（木）～19 日（土） 
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※２０１２年新春号からの社会保障誌数 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2012 年度社保誌 件数 冊数 

新春号 1053 2464 

春号 1051 2462 

初夏号 1040 2447 

夏号 1039 2442 

秋号 1032 2428 

冬号 1040 2425 

２０１３・新春号 1028 2403 

春号 1026 2401 

初夏号 1019 2391 

 
  


