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２０２２年度中央社保協第１回運委委員会 

 
２０２２年９月７日（水）１３時３０分～ オンライン併用 

【出席確認】 

 

○運営委員 

 白沢<山崎>（障全協）、日野（新婦人）、今井〈宇野〉（全商連）、西野（全生連） 

 藤原（農民連）、民谷（福祉保育労）、村田（全教）、木田（年金者組合） 

 五十嵐（医労連）、曽根（保団連）、梅津（共産党）、大門（国公労連） 

 青池（自治労連）、山之内（医療福祉生協連）、久保田（民医連）（ ）建交労 

 

沢野（北海道）、高橋（宮城）、川嶋（埼玉）、藤田（千葉）、窪田（東京）  

根本（神奈川）、藤牧(石川)、小松（愛知）、寺内（大阪）、楠藤（徳島） 

日高（福岡） 

 

○事務局 

林・大嶋（事務局）、上所（保団連）、山本（民医連）、香月（全労連） 

 

 

8/03（水）中央社保協第 66 回定期総会（参加：12 中央団体 43 都道府県 110 名） 

8/04（木）75 歳医療費 2 倍化阻止緊急国会行動（参加 45 名・国会議員 70 名要請） 

8/05（金）介護団体訪問（21 老福連） 

8/08（月）10.20 国民集会実行委員会 

8/09（火）介護団体訪問（認知症の人と家族の会東京支部） 

8/10（水）いのち暮らし社会保障立て直せ一斉行動幹部学習会（視聴 250 名以上） 

8/12（金）中央社保学校（千葉）シンポジウム事前打合せ 

8/18（木）近畿ブロック会議 

8/19（金）全労連社保闘争本部会議 

8/23（火）10.30 全国介護学習交流集会事務局会議 

8/24（水）11.23 地域医療守る全国交流集会実行委員会 

8/25（木）25 条お茶の水宣伝（参加 22 人、75 歳署名 8筆、ティッシュ 135 個） 

10.30 全国介護学習交流集会実行委員会 

8/26（金）国保部会 

8/29（月）社保テキストチーム会議・社保誌秋号の念校戻し 

8/30（火）75 歳医療費 2 割化阻止 4 団体共闘会議 ・ 介護部会 

「憲法２５条を守り、活かそう！」共同行動事務局会議 

8/31（水）日本医労連社会保障・地域医療対策委員会 第 1回代表委員会 

9 月 01 日（木）新介護署名キックオフ集会（オンライン 302 名、総勢 320 名） 

9 月 02 日（金）中央社保学校・現地司会者との打ち合わせ会議 

9 月 04 日（日）愛知社保協 42 回総会挨拶（林） 
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9 月 05 日（月）子ども医療全国ネット事務局会議 

9 月 06 日（火）75 歳医療費 2 倍化阻止宣伝行動（JR 阿佐ヶ谷駅）30 名参加・署名 27 筆 

 

 

 

・生保や国保窓口の議員同行をめぐる市議に出席停止処分の不当懲罰 訴訟へ（奈良） 

・22 年上半期の出生数 38 万人 初めて 40 万人を下回り過去最少 

・10 月から「医療費 2 割負担」団塊世代また狙い撃ち！75 歳以上の対象者はどんな人？ 

・「全数把握」見直し、４県が先行 届け出、高齢者らに限定運用 

・国保の国庫負担減額措置は全廃を（国保新聞）など 

 

１．役員変更の確認 

代表委員  前田博史（全労連）→ 秋山正臣（全労連）9月から 

事務局次長 寺園通江（全労連）→ 香月直之（全労連）9月から 

事務局次長 名嘉圭太（保団連）→ 上所聡子（保団連）9月から 

運営委員  上所聡子（保団連）→ 曽根貴子（保団連）9月から 

 

２．中央社保協複合機の機種変更 9 月から 

・クイックスキャン機能を導入（リース料は現状維持） 

 

３．秋の介護の大運動にかかわる横断幕の予算執行（約 50 万円） 

・47 都道府県社保協に 2 枚発送、精力的な街頭宣伝に使ってもらう 

 

 

●１０月１日までの大規模宣伝・署名行動を広げる 

「２倍化やめて横断幕」は 18組織 50枚の注文があり各地で宣伝行動が広がっている。

引き続き、各県での宣伝行動の情報をつかみ発信していく。 
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東京・大田区 9/4、杉並区 9/6、台東区 9/9、江東区 9/10 と、都内 4か所で宣伝予定 

神奈川・茅ヶ崎社保協 8/23 に署名行動、参加 15 名で介護署名 10 筆、年金署名 8筆など 

・平塚社保協 8/24 に署名行動。参加 10 名で 2倍化反対署名 26 筆、介護署名 25 筆集約。 

・県内集中行動を 9/15 に予定 

愛知・年金者組合が 8/20、JR 金山駅前で宣伝、30 分で 11 筆 

静岡・県社保協が静岡駅地下で 8/25 に宣伝行動、45 分で 31 筆 

岩手・8/25 に 11 名でスタンディング宣伝 

中央・９月１４日（水）１２時～１３時（JR 巣鴨駅前） 

９月２５日（日）１７時～１８時（JR 新宿駅西口アルタ前） 

 

●９月２１日 国会署名提出行動（予定） 

 

日時：9 月 21 日（水)13 時 30 分～14 時 30 分 

場所：参議院会館 B108 会議室（定員 50 名） 

参加：中央団体を中心（Youtube 配信あり） 

内容：13 時～受付 

司会（保団連）議員対応（社保協・林）映像対応（社保協・大嶋） 

 

13 時 30 分 開会あいさつ（保団連） 

13 時 35 分 国会議員からの情勢報告（倉林議員） 

（ほか、こられた国会議員から順に挨拶） 

13 時 55 分 署名提出 

14 時 10 分 10.1 行動提起（日本高連） 

14 時 20 分 各団体から決意表明 

14 時 30 分 閉会あいさつ（年金者組合） 

署名は 9月 14 日必着で、中央社保協に集中する 

 

●１０月１日 世界高齢者デー「75 歳医療費 2倍化に抗議」アピール 

  

名称：75 歳医療費 2倍化に抗議する 10.1 新宿デモ 

日時：10 月 1 日（土）13 時 30 分～15 時 00 分 

場所：新宿駅アルタ前 

参加：100 名目標（Youtube 配信あり） 

 

13 時 30 分 宣伝行動（新宿アルタ前） 

14 時 00 分 デモ出発 

15 時 00 分 デモ終了（現地解散） 
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●秋の介護運動の提起 闘いの４つの柱 

 

①請願行動（請願署名・国会議員要請・地方議会請願・署名提出行動） 

・目標 50 万筆（9月・10 月・11 月の 3カ月での集中） 

・全ての議会で議会請願・陳情（9 月 10 月議会、12 月議会に集中） 

・地元国会議員の紹介議員獲得（すべての国会議員に地元から働きかける） 

・11 月中旬に署名提出行動を計画する。（全労連・民医連・社保協 3者で） 

 

②大規模宣伝（街頭宣伝＆オンライン署名＆ツイッターデモ） 

・目立つ横断幕で目に見える宣伝を 

街頭宣伝用の横断幕作成（各県 2種類 100 枚を中央社保協で負担・約 50 万円） 

9/7 横断幕案を確認して㈱きかんし発注、9/22 に各県社保協に到着する予定 

・25 条の日を軸に、各県で精力的な街頭宣伝（中央 14 巣鴨宣伝、25 日宣伝） 

・9/14Twitter デモ ＃ミサイルよりケアの充実を ＃介護利用料の原則 2割化反対 

・9/14 オンライン署名スタート（Twitter デモにオンライン署名を載せて拡散） 

加盟組織に 9/14 の Twitter デモの協力を依頼する 時間 17 時スタートでどうか 

 

横断幕① 

 

 

 

 

 

横断幕② 

 

 

 

 

③厚労省対策（社会保障審議会委員対策と厚生労働省要請） 

・厚労大臣と社会保障審議会介護保険部会に対する「要望書（私のひとこと）」別紙 

9 月から 10 月末まで 2 ヶ月間の取り組み（目標 1万人） 

・社会保障審議会介護保険部会 会場前の宣伝行動（日程・場所の把握） 

・厚生労働省への要請行動（政府交渉） 

 

④共同行動（介護緊急アピール・ケア労働アクション・11/11 電話相談） 
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・急ぎ介護署名 3 団体で緊急アピールを作成。先行して組織内外で広げる。 

・介護 7 団体での共同はアピールを含めてこれから調整していく。 

・11 月はケア労働アクション月間、共同の推進（10/30 介護集会の成功） 

・11 月 11 日介護なんでも電話相談の全県開催の追求 

 

●11 月 11 日介護なんでも電話相談について 

・開催要綱、電話アンケート（別紙） 

・2021 年は 23 県で実施（51 回線）相談件数 553 件（昨年 271 件から倍増）、フリーダイヤ

ルへの着信は 4732 件。553 件の相談件数は氷山の一角。全県開催を目指し、介護実態をつ

かみ、介護制度改善へつなげる。 

・昨年はセカンドコールが東京のみで、全国の電話相談が集中。東京の電話相談が受けれ

ない事態を回避するため、大県を中心にセカンドコールの分散の検討が必要。 

 

 

●いのち一斉行動幹部学習会（8/10）済 

●新介護署名キックオフ集会（9/1）済 

●中央社保学校 in 千葉（9/17-18） 

●国の子ども医療費無料化制度めざす国会内集会（10/3）別紙チラシ参照 

●介護学習交流集会（10/30）チラシ別紙 

●憲法学習交流集会（11 月 or12 月）これから 

●地域医療まもる運動全国交流集会（11/23）実行委員会で準備中 

●国保改善運動学習交流集会（12/11 予定） 

 １２月１２日（日）午後半日開催を予定（オンライン開催） 

 来春の一斉地方選挙で国保の問題を争点に押し上げていくことを目指し、地域の取り

組み交流と運営方針の進捗（統一保険料の動きなど）について学習する。 

 

 

●「賃金と社会保障」学習交流集会（1月予定）これから 

 

●＃いのちまもる医療・社会保障を立て直せ 10.20 総行動（チラシ別紙） 

集会登壇の要請あり「75 歳医療費 2倍化」怒りのアピールを高齢期運動連絡会に要請 

 

●「いのち署名」ならびに今後の一斉行動について 

１．8/10 の長友学習会内容について報告と意見交換 
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 「全世代型社会保障」攻撃の狙いをつかみ、社会保障全般への攻撃への反撃 

そのための学習推進、「一斉行動」の共同推進と運動の拡大 

 

２．運動推進をいかに図るか 

 ５団体（全労連、医労連、自治労連、民医連、社保協）協議・検討の推進 

  国会日程も視野に入れながら、来春に向けた運動構築を目指す。 

 運動の柱 

  ・全世代、全階層にかかる要求の検討、確認が重要 

  ・憲法改悪を許さない、９条と２５条を一体にした運動の展開 

  ・国民負担軽減（税、保険料、利用料等）を前面にした要求 

  ・現場の要求実現を前面にした検討必要 

・増員、処遇改善、利用者、福祉施設、障害者の要求実現、地域住民の声 

  ・社会保障財源の確保と増額を求める 

  ・軍事費（防衛費）ではなく、くらしに回せの要求実現、世論の構築 

  

３．新いのち署名を発展させる「新しい社会保障署名」を提起する 

   中央社保協として、年内完成をめどに「新しい社会保障署名」を提起 

５団体（全労連、医労連、自治労連、民医連、社保協）協議でまとめる 

    

要求項目イメージ（案） 

１．大軍拡ＳＴＯＰ、社会保障費を増やせ 

２．社会保障にかかわる国民負担を減らせ 

 

４．共同の推進 

 ・社会保障要求実現交流集会（もしくはシンポジウム）の開催の展望 

 ・改憲許すな社会保障拡充を求める 9条・25 条集会〈仮〉の検討  

・様々な共同組織（実行委員会）との懇談、会議の設定の検討 

  ※介護関係 7団体、75 歳二倍化阻止共同、25 条共同等 

  ※国民大運動実行委との共闘 

 

・国保料調査の到達 

・12 月 12 日の国保改善交流集会（ 

・大阪セミナー（9/10）、東海ブロック国保学習会（9/19） 

１．改憲反対署名の推進 
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２．「大軍拡ストップ！共同行動」（仮）への共同 

３．学習の推進 社保誌「憲法特集号」。「Ｑ＆Ａパンフ」の活用呼びかけ 

 

１．いのとり裁判支援 署名推進とこれからの地裁・高裁の各地からの支援（傍聴など） 

２．生活保護要求実現（扶養照会、級地問題、生保の国保利用、車保有など）の戦い 

 全生連との協議進行中 

 中央行動に協同する 

8/31 マイナンバー制度反対連絡会学習会＆総会 

「保険証廃止・オンライン資格システム導入義務化」撤回署名に取り組む 

第５回いのちとくらしを守る税研集会 

［開催日］２０２３年１月２８日（土）と２９日（日）［会 場］東京土建本部会館 

※昨年に引き続き、中央社保協から住江代表委員に集会実行委員長、社会保障分科会を

担当の要請あり。 

 

 

９月１０日（土）国保セミナー（大阪社保協開催） 

９月１４日（水）巣鴨宣伝 12-13（ＪＲ巣鴨駅） 

９月１５日（木）介護署名学習会オルグ（鳥取医療生協） 

９月１７日（土）～１８日（日）第４９回中央社保学校（千葉） 

９月１９日 (月) 憲法改悪反対総がかり行動／東海ブロック国保改善交流集会 

９月２０日（火）社保協北信越ブロック会議 13 時 30 分～（リモート） 

９月２１日（水）７５歳医療費２倍化中止署名の国会提出行動 

９月２２日（木）国保部会／社保協東海ブロック会議／税研修会実行委員会 

９月２５日（日）７５歳医療費２倍化阻止宣伝行動 17-18（新宿駅西口アルタ前） 

９月２６日（月）中央社保協北海道東北ブロック会議 13 時 30 分～ 

９月２７日（火）中央社保協中国ブロック会議 14 時 00 分～ 

９月２８日（水）中央社保協関東ブロック会議 13 時 30 分～ 

９月２９日（木）中央社保協九州ブロック会議 14 時 00 分～ 

９月３０日（金）中央社保協四国ブロック会議 14 時 00 分～ 

１０月０１日（土）国際高齢者デー行動 新宿デモ 
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１０月０５日（水）運営委員会 

１０月０７日（金）全労連社保闘争本部会議 

１０月１２日（水）中央社保協近畿ブロック会議 14 時～ 

１０月１４日（金）巣鴨宣伝 

１０月２０日（木）いのちまもる・医療・社会保障を立て直せ 10.20 総行動 

１０月２１日（金）年金者一揆・フェスタ 

１０月２５日（火）２５条の日宣伝 

１０月３０日（日）全国介護学習交流集会 

１１月０２日（水）中央社保協運営委員会 

１１月１１日（金）介護・認知症なんでも無料電話相談 

１１月１４日（月）巣鴨宣伝 

１１月２３日（水）地域医療守る全国運動交流集会 

１１月２３日（水）～２４日（木）日本高齢者大会 

１１月２５日（金）２５条の日宣伝 

１２月０７日（水）運営委員会 

１２月１１日（日）国保改善運動交流学習集会 

   

◆２０２２年度運営委員会日程（第一水曜日を基本） 

 １月１１日（年末年始のため第二水曜日）、２月１日（全国代表者会議検討）、３月１日、

４月５日、５月１０日（大型連休のため第二水曜日）、６月７日、７月５日（全国総会検討） 

 

◆代表委員会日程について 

運営委員会日程（第一水曜日）前の第４週の水曜日、もしくは金曜日に設定。 

１８時からオンライン開催を基本。次回日程案 ９月２８日（水）もしくは９月３０日（金） 


