
第49回中央社保学校 参加名簿

参加登録
No

都道府県名 所属組織 参加者氏名
1日目参加（500

円）
2日目参加（500

円）

「講義資料」
印刷冊子

（送料込み500円)

1 71 北海道社保協 沢野 天 不参加 参加
2 93 北海道⺠医連 坂本 洋 参加 不参加 希望しない
3 21 ⻘森県⺠医連  株式会社ファルマ 中⻄ 茉季 参加 参加 希望
4 21 ⻘森県⺠医連  株式会社ファルマ 三上 菜美 参加 参加 希望
5 66 ⻘森県社会保障推進協議会 ⼩倉 功 不参加 参加 希望しない
6 66 ⻘森県社会保障推進協議会 藤⽥ 伴之 参加 不参加 希望しない
7 66 ⻘森県社会保障推進協議会 津川 ⽂彦 参加 参加 希望
8 35 岩手県社会保障推進協議会 鈴木 露通 参加 参加 希望
9 35 岩手県社会保障推進協議会 村山 繁 参加 参加 希望
10 35 岩手県社会保障推進協議会 髙橋 貴志子 参加 参加 希望
11 74 いわて労連  中野るみ子 不参加 参加 希望
12 74 いわて労連  中村 健 不参加 参加 希望
13 59 54宮城県 宮城県社保協 高橋隆一 参加
14 10 社会医療法人 明和会 大曲中通病院  阿部 拓見 参加 参加 希望
15 98 秋⽥県医労連 工藤 優 参加
16 135 秋⽥県社保協 佐竹良夫 参加 参加
17 30 医療生活協同組合やまがた 三浦 寛子 参加 参加 希望
18 31 山形県社会保障推進協議会 工藤 剛 参加 参加 希望しない
19 1 福島県⺠主医療機関連合会 松崎聡 参加 参加 希望しない
20 128 福島医療生活協同組合 清水 裕平 参加 参加 希望しない
21 117 群馬県社保協 町⽥ 茂 参加 参加 希望
22 117 群馬県社保協 佐藤 明 参加 参加 希望
23 7 埼玉土建一般労働組合 社保対部 保永 英樹 参加 不参加 希望しない
24 15 医療生協さいたま けんこう⽂化部 加納 えみ子          （さいたまＢ 美園支部参加 参加 希望
25 15 医療生協さいたま けんこう⽂化部 ⼩野 ⺠外⾥（ 生協⻭科 ）参加 参加 希望しない
26 15 医療生協さいたま けんこう⽂化部 高橋 卓哉（医療生協さいたま本部）参加 参加 希望しない
27 36 埼玉県商工団体連合会 金澤利行 参加 不参加 希望
28 36 埼玉県商工団体連合会 前⽥ 功 参加 不参加 希望
29 63 コープネットグループ労働組合 宮崎 久美子 参加 不参加
30 63 コープネットグループ労働組合 甘⽥ 芳子 参加 参加
31 64 医療生協さいたま けんこう⽂化部 池⾕ 明芳（南⻄部地区） 参加
32 115 埼玉土建 段 和志 参加 参加 希望
33 120 埼玉県社会保障推進協議会 川嶋芳男 参加 参加 希望
34 3 日本医療福祉生活協同組合連合会 山野内宰 参加 不参加 希望
35 5 全日本⺠主医療機関連合会 武⽥ ⼒ 参加 参加
36 6 東京⺠医連 山根浩 参加 参加 希望
37 6 東京⺠医連 大根奈津紀 参加 参加 希望
38 12 東村山社保協 馬場 雅澄 参加 参加 希望
39 19 新日本婦人の会  日野徹子 参加 参加 希望しない
40 22 全国保険医団体連合会 名嘉 圭太 参加 参加 希望しない
41 22 全国保険医団体連合会 上所 聡子 参加 参加 希望しない
42 22 全国保険医団体連合会 曽根 貴子 参加 参加 希望しない
43 22 全国保険医団体連合会 渡辺 亜弥子 参加 参加 希望しない
44 22 全国保険医団体連合会 永松 拓 参加 参加 希望しない
45 22 全国保険医団体連合会 白石 桃佳 参加 参加 希望しない
46 23 全日本年金者組合 木⽥ 保男 参加 参加 希望
47 52 東京社保協 岡本 卓郎 参加 参加 希望
48 52 東京社保協 石⿊ 之俐子 参加 不参加 希望
49 52 東京社保協 北村 静子 参加 不参加 希望
50 52 東京社保協 土居 洋子 参加 不参加 希望
51 52 東京社保協 古見 久美子 参加 不参加 希望
52 52 東京社保協 ⼩川 均 参加 参加 希望
53 52 東京社保協 星 参加 希望
54 52 東京社保協 山根 晃 参加 参加 希望
55 52 東京社保協 中山 幸子 参加 参加 希望
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56 52 東京社保協 猪股 あかね 不参加 参加 希望
57 55 全国商工団体連合会 江浦 亜希子 不参加 参加
58 55 全国商工団体連合会 聖生 和音 参加 不参加
59 55 全国商工団体連合会 宇野 ⼒ 参加 参加
60 55 全国商工団体連合会 飯塚 美和 参加 不参加
61 55 全国商工団体連合会 大藤 朋子 参加 参加
62 56 北多摩生協診療所（個人参加） 松原真理 参加 参加 希望
63 69 三多摩健康友の会 相川 和義 参加 参加 希望
64 69 三多摩健康友の会 ⼩玉 博美 参加 不参加 希望
65 73 北多摩生協診療所（個人参加） 松島美保 参加 参加 希望
66 79 東京⻭科保険医協会 築館 和久 参加 不参加 希望しない
67 91 東京⺠医連 医療法人財団 健康⽂化会 柵木信一 参加
68 95 全日本⺠医連 山本淑子 参加 参加 希望しない
69 95 全日本⺠医連 久保⽥直生 参加 参加 希望しない
70 95 全日本⺠医連 正森太朗 参加 参加 希望しない
71 97 日本高齢期 吉岡 尚志 参加 参加
72 107 全労連 秋山 正臣 参加 参加 希望しない
73 111 ⾃治労連 ⻘池 則男 参加 参加
74 112 全日本⺠医連事務局 加藤久美 不参加 参加
75 113 日本医労連 寺⽥ 雄 参加
76 129 日本医労連 桶⾕ 恵美 参加 参加
77 129 日本医労連 ⼩栗 一恵 参加 参加
78 132 日本医労連 鎌倉幸孝 参加 参加 希望
79 133 前沢 淑子 参加 希望
80 133 佐藤 恭彦 参加 参加 希望
81 133 市原 聡子 参加 参加 希望
82 134 全労連 溝口 参加 参加
83 134 寺園 参加 参加
84 134 栗原 参加 参加
85 70 神奈川県社保協 根本 隆 参加 参加 希望
86 70 神奈川県社保協 藤井 英次 参加 参加 希望
87 70 神奈川県社保協 佐藤 ⻑世 参加 参加 希望
88 70 神奈川県社保協 光野 正洋 参加 参加 希望
89 70 神奈川県社保協 曽我 勇気 不参加 参加 希望
90 70 神奈川県社保協 星 めぐみ 参加 希望
91 70 神奈川県社保協 沼⽥ 千春 参加 希望
92 70 神奈川県社保協 住⾕ 和典 参加 希望
93 70 神奈川県社保協 寺⽥ 典子 参加 参加 希望
94 70 神奈川県社保協 ⽥中 国雄 参加 参加 希望
95 70 神奈川県社保協 藤⽥ 智栄子 参加 参加 希望
96 70 神奈川県社保協 中島 雄飛 参加 参加 希望
97 70 神奈川県社保協 日野 葵 参加 参加 希望
98 70 神奈川県社保協 菱沼 英明 参加 参加 希望
99 70 神奈川県社保協 佐藤 和子 参加 希望
100 70 神奈川県社保協 片倉 博美 参加 希望
101 70 神奈川県社保協 相楽 育夫 参加 希望
102 70 神奈川県社保協 真鍋 詠美 参加 希望
103 70 神奈川県社保協 中屋 重勝 参加 参加 希望
104 96(70) 神奈川県社保協 ⽥中 美穂 参加 参加 希望
105 96(70) 神奈川県社保協 ⽥中 みを 参加 希望
106 96(70) 神奈川県社保協 宍⼾ 誠⼆ 参加 参加 希望
107 96(70) 神奈川県社保協 三村 幸子  参加 希望
108 106（70） 神奈川県社保協 菅野 明 参加 希望
109 106（70） 神奈川県社保協 伍 淑子 参加 希望
110 神奈川県社保協 資料10冊
111 34 山梨県保険医協会 伊藤 龍吾 参加 参加
112 49 山梨⺠医連 清水季世子 参加 参加 希望
113 49 山梨⺠医連 柳場和彦 参加 参加 希望
114 49 山梨⺠医連 ⾬宮千⾥ 参加 参加 希望
115 49 山梨⺠医連 高木宏和 参加 参加 希望
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116 49 山梨⺠医連 大柴智恵理 参加 参加 希望
117 49 山梨⺠医連 山本遥奈 参加 参加 希望
118 49 山梨⺠医連 望⽉貴也 参加 参加 希望
119 49 山梨⺠医連 仲井由⾹⾥ 参加 参加 希望
120 49 山梨⺠医連 坪川愛 参加 参加 希望
121 49 山梨⺠医連 太⽥祐樹 参加 参加 希望
122 49 山梨⺠医連 ⻫藤直子 参加 参加 希望
123 49 山梨⺠医連 木村一歩 参加 参加 希望
124 49 山梨⺠医連 内藤裕稀 参加 参加 希望
125 49 山梨⺠医連 津布久博人 参加 参加 希望
126 49 山梨⺠医連 今井拓 参加 参加 希望
127 49 山梨⺠医連 渡邉未佳子 参加 参加 希望
128 49 山梨⺠医連 ⾬宮美津穂 参加 参加 希望
129 49 山梨⺠医連 川俣越治 参加 不参加 希望
130 60 社保協 菅野幹子 参加 参加
131 108 山梨勤労者医療協会 鈴木愛加 参加 参加 希望
132 40 ⻑野県社保協 原 健 参加 不参加 希望
133 61 諏訪地方社保協 毛利 正道 参加 不参加
134 61 諏訪地方社保協 毛利 栄子 参加 不参加
135 61 諏訪地方社保協 金井 敬子 参加 参加
136 61 諏訪地方社保協 備前 光正 参加 参加 希望しない
137 61 諏訪地方社保協 宮坂 由紀 参加 参加 希望しない
138 101(61) 諏訪地方社保協 村⽥ 洋一 参加 不参加 希望しない
139 110 ⻑野地域⺠医連労働組合 原さえ子 参加 参加 希望
140 118 ⻑野県労働組合連合会 藤綱 みどり 参加 参加
141 50 富山⺠医連 坂井直之 参加 参加 希望しない
142 100 医労連 新保京子 参加 参加
143 104 69石川県 石川県社保協 藤牧圭介 参加 参加 希望しない
144 77 福井県⺠主医療機関連合会 森⽥ 晃市 参加 不参加 希望
145 77 福井県⺠主医療機関連合会 濵﨑 依⾥ 参加 不参加 希望
146 77 福井県⺠主医療機関連合会 ⻑⾕川 哲⼠ 参加 不参加 希望
147 77 福井県⺠主医療機関連合会 山口 洋輔 参加 不参加 希望
148 77 福井県⺠主医療機関連合会 錦織 龍彦 参加 参加 希望
149 125 福井県社会保障推進協議会 南條 光磨 参加
150 126 福井県社会保障推進協議会 林 千津子 不参加 参加
151 124 嶺南社保協 山本 貴美子 参加
152 130 嶺南社保協 坂上和代 参加
153 130 嶺南社保協 ⼾嶋 久美子 参加
154 28 岐阜県商工団体連合会 早野 幸広 参加 参加 希望
155 80 岐阜健康友の会 大塚 研⼆ 参加 不参加 希望
156 80 岐阜健康友の会 早川 國弘 参加 不参加 希望しない
157 80 岐阜健康友の会 熊崎 辰広 参加 参加 希望
158 62 静岡⺠医連 山⽥ ⽂子 不参加 参加
159 62 静岡⺠医連 増村 三鈴 参加 不参加
160 62 静岡⺠医連 佐藤 克⺒ 参加 不参加
161 62 静岡⺠医連 茅根 明 参加 不参加
162 62 静岡⺠医連 大庭 光治 不参加 参加
163 62 静岡⺠医連 塩崎 洋三 参加 参加
164 62 静岡⺠医連 大竹 静代 不参加 参加
165 62 静岡⺠医連 山村 惠彦 不参加 参加
166 62 静岡⺠医連 河北 幸子 不参加 参加
167 62 静岡⺠医連 鈴木 幸子 参加 不参加
168 62 静岡⺠医連 勝呂 桂子 参加 不参加
169 62 静岡⺠医連 芦川 茂雄 参加 参加
170 62 静岡⺠医連 ⼩高 賢治 参加 参加
171 62 静岡⺠医連 安藤 匡希 参加 参加
172 83 掛川の地域医療をよくする会 遠山陽一朗 参加
173 83 掛川の地域医療をよくする会 大橋由美子 参加
174 83 掛川の地域医療をよくする会 大石とし子 参加
175 83 掛川の地域医療をよくする会 榛葉ちえ子 参加
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176 83 掛川の地域医療をよくする会 榛葉澄 参加
177 83 掛川の地域医療をよくする会 池⽥覚 参加
178 83 掛川の地域医療をよくする会 川瀬恭子 参加
179 83 掛川の地域医療をよくする会 ⻘木まさみ 参加
180 83 掛川の地域医療をよくする会 鳥羽朝子 参加
181 85 静岡市医療と福祉をよくする会 松原 透 参加 参加 希望
182 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 村松幸久 参加 参加 希望
183 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 ⿅野善健 参加 希望
184 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 鈴木美紀子 参加 希望
185 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 平賀由利子 参加 希望
186 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 池⾕⼋千代 参加 希望
187 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 竹花久子 参加 希望
188 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 ⽥中みよ子 参加 希望
189 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 嶋⽥初枝 参加 希望
190 99 介護・医療と社会保障を考える市⺠の会 鈴木治子 参加 希望
191 17 愛知⺠医連 久保⽥ 武 参加 参加
192 17 愛知⺠医連 武⽥ 修三 参加 参加
193 42 愛知県労働組合総連合(愛労連) ⻄尾美沙子 不参加 参加 希望しない
194 42 愛知県労働組合総連合(愛労連) 知崎広⼆ 参加 参加 希望
195 68 愛知県商工団体連合会 武智 希 参加 不参加 希望しない
196 72 愛知社保協 ⼩松⺠子 参加 参加 希望
197 119 愛知県医労連 矢野彩子 参加 不参加 希望しない
198 75 三重県⺠主医療機関連合会 堀尾 茂貴 参加 参加
199 75 三重県⺠主医療機関連合会 大東 友⺒ 参加 参加
200 4 滋賀⾃治労連 ⼩川 治彦 参加 参加 希望
201 90 滋賀⺠主医療機関連合会 藤岡 孝之 参加 参加 希望しない
202 90 滋賀⺠主医療機関連合会 楠神 一郎 参加 参加 希望しない
203 90 滋賀⺠主医療機関連合会 ⻄村 幸洋 参加 参加 希望しない
204 90 滋賀⺠主医療機関連合会 加藤 健司 参加 不参加 希望しない
205 90 滋賀⺠主医療機関連合会 本夛 琢 参加 不参加 希望しない
206 90 滋賀⺠主医療機関連合会 福塚 友見 参加 参加 希望しない
207 90 滋賀⺠主医療機関連合会 徳⽥  不参加 参加 希望しない
208 90 滋賀⺠主医療機関連合会 倉橋 参加 不参加 希望しない
209 13 京都社会保障推進協議会 山路卓也 参加 参加 希望
210 14 京都⺠医連 髙梨 輝子 参加 参加
211 27 京都⺠医連中央病院 ⽴石 俊博 参加 参加
212 32 山科⺠商 遠藤隆之 参加 参加 希望しない
213 39 京都⺠医連、京都⺠医労 山本 太郎 参加 参加 希望しない
214 44 公益社団法人信和会 原⽥正司 参加 参加 希望
215 44 公益社団法人信和会 澤⽥貢 参加 希望
216 44 公益社団法人信和会 近藤美也子 参加 希望
217 44 公益社団法人信和会 甲⽥健太郎 参加 希望
218 53 京都⺠医連 ⼾崎みどり 不参加 参加 希望しない
219 109 京都社会保障推進協議会 藤井伸生 参加 参加 希望
220 109 京都社会保障推進協議会 南 博之 参加 不参加 希望
221 109 京都社会保障推進協議会 松本隆浩 参加 参加 希望
222 109 京都社会保障推進協議会 ⼩坂 功 参加 参加 希望
223 109 京都社会保障推進協議会 石⽥雅嗣 参加 参加 希望
224 109 京都社会保障推進協議会 増富理津子 参加 参加 希望
225 109 京都社会保障推進協議会 松⽥貴弘 参加 参加 希望
226 8 住之江⺠商 板井 淳一 参加 参加 希望
227 24 大阪社保協 安達 克郎 参加 参加 希望
228 29 日本機関紙出版センター 丸尾忠義 参加 参加 希望
229 18 秋篠茜会 あかね保育園 堀尾 友子 参加 不参加 希望しない
230 45 奈良⺠医連 中嶋潤⼆ 参加 参加 希望しない
231 89 社会福祉法人 秋篠茜会 石⽥ 直子 参加 参加 希望しない
232 9 橋本伊都社会保障推進協議会 玉置 元成 参加 参加 希望
233 11 橋本伊都社会保障推進協議会 父川 恵照 参加 参加 希望しない
234 47 社保協 佐藤 英昭 参加 参加 希望
235 54 和歌山市社会保障推進協議会 宅⽥ 潤司 参加

73愛知県

74三重県

75滋賀県

76京都府

77大阪府

78奈良県

79和歌山県
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236 103 和歌山県医労連 ⾕口 考平 参加
237 88 兵庫県社保協 三木 康洋 参加 参加 希望しない
238 88 兵庫県社保協 村上 次郎 参加 参加 希望しない
239 88 兵庫県社保協 道上 拓史 不参加 参加 希望しない
240 88 兵庫県社保協 森 浩司 参加 不参加 希望しない
241 88 兵庫県社保協 荒木 百合子 参加 不参加 希望しない
242 88 兵庫県社保協 清水 則夫 参加 不参加 希望しない
243 88 兵庫県社保協 池 麗 参加 不参加 希望しない
244 88 兵庫県社保協 松本 理花 不参加 参加 希望しない
245 88 兵庫県社保協 堤 匠 参加 参加 希望しない
246 88 兵庫県社保協 平⽥ 雄大 参加 参加 希望しない
247 88 兵庫県社保協 新原 耕治 参加 参加 希望しない
248 88 兵庫県社保協 野口 亘 不参加 参加 希望しない
249 20 総合病院水島協同病院 篠⽥ 壮志 参加 参加 希望しない
250 58 岡山医療生協労組 岡 ⼩百合 不参加 参加 希望しない
251 58 岡山医療生協労組 岩本 千鶴 不参加 参加 希望しない
252 58 岡山医療生協労組 石村 啓子 不参加 参加 希望しない
253 76 岡山県⺠医連 大坂圭子 不参加 参加 希望しない
254 114 岡山県社保協 森本 忠春 不参加 参加 希望しない
255 48 鳥取⺠医連 鳥取県社保協 村口康生 参加
256 57 鳥取県医労連 鳥取県社保協 ⼩林 正和 参加
257 65 鳥取⺠医連 鳥取県社保協 村口康生 参加
258 65 鳥取⺠医連 鳥取県社保協 木下直子 参加 参加
259 65 鳥取⺠医連 鳥取県社保協 星見⻯也 参加
260 86 出雲医療生活協同組合 常陸実 参加 不参加 希望しない
261 86 出雲医療生活協同組合 吉井祐加 参加 参加 希望しない
262 86 出雲医療生活協同組合 川本悟 参加 参加 希望しない
263 86 出雲医療生活協同組合 有⽥周⼆ 参加 不参加 希望しない
264 37 広島県⺠主医療機関連合会 佐々木 敏哉 参加 参加 希望
265 38 広島県⺠主医療機関連合会 ⼩阪 晶子 参加 参加 希望
266 78 85山口県 山口市議会 大⽥ たける 参加 不参加 希望しない
267 87 徳島県社会保障推進協議会 楠藤義朝 参加 参加 希望しない
268 105(87） 徳島県社会保障推進協議会 久保 哲 参加 参加 希望
269 116 88愛媛県 ⾃治労連 ⽥頭 愛美 参加 参加 希望
270 16 89高知県 高知保険医協会 松浦 誠 参加 参加 希望しない
271 26 北九州市社会保障推進協議会 外山 雄一 参加 参加
272 33 医労連 保元 ⾥美 参加 参加 希望
273 33 医労連 門馬 睦男 参加 参加 希望
274 46 北九州市社会保障推進協議会 岡本 政昭 参加 参加 希望しない
275 67 福岡県⺠主医療機関連合会 川上 祥子 参加 不参加 希望しない
276 67 福岡県⺠主医療機関連合会 甲斐 光洋 参加 参加 希望
277 67 福岡県⺠主医療機関連合会 吉⽥ 耕生 参加 不参加 希望しない
278 84 公益財団法人健和会 石原 達朗 参加 参加
279 84 公益財団法人健和会  柿坂  亜紀 不参加 参加
280 84 公益財団法人健和会 武重圭一 不参加 参加
281 84 公益財団法人健和会 義経晋仙 参加 不参加
282 84 公益財団法人健和会 和⽥ 義廉 参加 不参加
283 127 福岡県⺠主医療機関連合会 野口佳子 参加 参加
284 127 福岡県⺠主医療機関連合会 松尾和子 参加 参加
285 127 福岡県⺠主医療機関連合会 ⻄山昂雄 参加 不参加
286 92 ⻑崎県社会保障推進協議会 吉⽥ 明⾹ 参加 参加 希望しない
287 92 ⻑崎県社会保障推進協議会 川尻 瑠美 参加 参加 希望しない
288 131 500 木村 節子 参加 参加 希望
289 41 熊本県⺠医連 藤本 康介 参加 参加
290 41 熊本県⺠医連 ⻄本 尚由 参加 参加
291 41 熊本県⺠医連 中野 可奈子 参加 参加
292 41 熊本県⺠医連 橋迫 仁奈 参加 参加
293 41 熊本県⺠医連 坂本 泰浩 参加 不参加
294 41 熊本県⺠医連 浦⽥ 彩実 参加 不参加
295 41 熊本県⺠医連 坂本 彩 参加 不参加

92⻑崎県

81岡山県

82鳥取県

83島根県

84広島県

86徳島県

90福岡県

80兵庫県
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296 41 熊本県⺠医連 打上 努 参加 不参加
297 41 熊本県⺠医連 池⽥千歳 参加 不参加
298 41 熊本県⺠医連 井手一太 不参加 参加
299 41 熊本県⺠医連 久保⽥ 俊平 参加 参加
300 41 熊本県⺠医連 神﨑 睦子 参加 不参加
301 41 熊本県⺠医連 角口 正之 参加 不参加
302 41 熊本県⺠医連 ⽥中 翔太郎 参加 参加
303 43 熊本県建築労働組合 迫⽥ 節子 参加 参加 希望
304 82 熊本県⺠医連労働組合 中村 更 参加 参加 希望
305 123 宮崎県社会保障推進協議会 高柳 健 参加 参加
306 123 宮崎県社会保障推進協議会 伊地知 真知子 参加
307 123 宮崎県社会保障推進協議会 平野 千恵子 参加
308 123 宮崎県社会保障推進協議会 中原 志保 参加
309 25 96⿅児島県 奄美医療生活協同組合 柳  佑多郎 参加 参加 希望しない
310 51 沖縄⺠医連 大城真也 参加
311 51 沖縄⺠医連 ⽐嘉直人 参加
312 51 沖縄⺠医連 ⽐嘉一喜 参加
313 51 沖縄⺠医連 新垣陽子 参加
314 51 沖縄⺠医連 座安雄一 参加
315 51 沖縄⺠医連 平良直司 参加
316 51 沖縄⺠医連 久志鈴⾥ 参加
317 51 沖縄⺠医連 屋良樹一 参加
318 51 沖縄⺠医連 後藤勝治 参加
319 51 沖縄⺠医連 島袋聡 参加 参加
320 51 沖縄⺠医連 照屋智恵 参加 参加
321 51 沖縄⺠医連 奥間勇也 参加
322 51 沖縄⺠医連 池原ゆみこ 参加
323 51 沖縄⺠医連 山城楓 参加
324 51 沖縄⺠医連 玉城好史 参加
325 51 沖縄⺠医連 ⽐嘉直樹 参加 参加
326 51 沖縄⺠医連 安慶名太 参加 参加
327 51 沖縄⺠医連 當山浩三 参加
328 51 沖縄⺠医連 高崎大史 参加 参加
329 51 沖縄⺠医連 照屋愛 参加
330 51 沖縄⺠医連 石原由季 参加
331 51 沖縄⺠医連 濱元理子 参加
332 51 沖縄⺠医連 眞志喜未鈴 参加
333 51 沖縄⺠医連 ⼩⽥嶋紗季 参加 不参加
334 51 沖縄⺠医連 川上将吾 参加
335 51 沖縄⺠医連 真喜屋奈美 参加
336 51 沖縄⺠医連 玉城全一郎 参加
337 94 沖縄県社保協 赤嶺守一 参加 参加
338 102(51） 沖縄⺠医連 宮國迅 参加 不参加
339 121 沖縄県社保協 佐久⽥智美 参加
340 122 沖縄医療生協  大城郁男 参加 参加 希望しない
341 122 沖縄医療生協  秋山幹雄 参加 参加 希望しない
342 122 沖縄医療生協  上原千津美 参加 参加 希望しない

285 237 134

全国参加数 342
一日目 285
⼆日目 237

千葉県参加数 228
一日目 161
⼆日目 169

合計 570
一日目 446
⼆日目 406

94熊本県

95宮崎県

97沖縄県
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第1講座・安全保障と国民生活～「脱新自由主義」
めざしての感想

特別報告についての感想

とても分かりやすかったです。もっと聞きたかったです。

アメリカの防衛費を少なくする為に同盟国の一つ日本に防衛費を出させたい。
防衛費が多くなれば、社会保障費が減る。
社会保障費を減らさない為に戦わなければいけないことを学びました。
軍事費増＝新自由主義国会か、社会保障増＝福祉国家
私達、日本国民の選択に委ねられていることを学びました。

医療と介護保健所の現場で最前線で私達の命と
生活を守って頂いていることを学び感謝します。
保健師のコロナ対応職員が
死ぬか辞めるかという状況であることに
驚きを隠せませんでした。

防衛費がなぜ拡大していったかという事が非常にわかりやすかったです。 保健所の報告は、身を割かれる思いで聞きました。本当に頭が下がるとともに、市民を守っ
ていただき、ありがとうございます。

難しくてあまり理解できなかったのですが､戦争のない平和な世の中になってくれるのを期
待します｡どこの国も武器を持たなければ戦争は起きないと思います｡

コロナにより保健所の体制が厳しくなり､数も増える一方でかかなりご苦労された事と思い
ます｡コロナの数に対して職員の数が少ないため残業も多く､｢死｣を考えないといけないとい
うのは過酷だと思います｡
コロナの方の訪問を行うのも勇気がいると思います｡ワクチン接種についても私は副反応が
強く､結局はコロナに感染してしまったので､二度と打ちたくないなと思っています｡早く以
前のような自由に外出や外食ができる世の中になって欲しいです｡

#
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社会保障を、軍事的安全保障とともに、人間の安全保障の一側面と位置付ける講演の視点
は、極めて重要だと思います。特にウクライナ侵略があった今は。すごく励まされまし
た。今年２月８日に、国連開発計画が諸分野における人間の危機を、「人類の安全保障」
を確立する視点から克服していくべきとの特別報告書を発表しています。私は、現代の人
類の危機を、戦争の危機、環境の危機、生存の危機の総合的なものとして位置付けてはい
かがかと思っていましたが、そこに、食料の危機も加えることによって、一層、人類の危
機全体＝人類の安全保障の重要性をとらえられるのではないかと思いました。そして、そ
の危機を、日本の危機だけでなく、世界の危機と位置づけ、それを克服する方途が、平和
的生存権を始め人類の危機に立ち向かうことを公言する憲法（前文・９条・１３条・２５
条など）にある、との視点から憲法を生かしていくことが重要だと思います。

「終わりの見えない闘い」は自主上映会を開いて観ていましたが、今回、医療、介護、保健
所の各分野を一挙に疑似体験させていただくことにより、今回のように総合的に例えば動画
制作によって国民に情報提供してこの悲惨な体験を本当に今後に生かすにはどうすればいい
のか、という国民的論議が必要だと思いました。

未来にとても脅威を感じる内容であった。
今の日本は軍事安全保障が最優先になっていて、そのために社会保障という国民生活が犠
牲になっている構図がよく理解できた。防衛関係予算を今後GDP比で2％を目指していくと
いうことで、今後その傾向がますます高まることも理解できた。
また、アメリカの中国のミサイル戦力への対抗として、中距離ミサイルを日本全土に配置
する動きがあるとのことだが、有事の際は在日米軍はグアムに撤退する、だからグアムに
はミサイル配備しない、日本は捨て石にされるんだという先生の指摘が現実的でとても脅
威に感じた。「安保条約というのは神話」なんだというのが印象的。ただ、そうすると日
本は国民の生活を犠牲にしながら、なぜアメリカに隷属するような軍事安全保障を目指す
のかが謎に思う。
日本における「安全保障」という概念が古い、主に「軍事的な脅威に関するもの」として
の概念だが、近年はエネルギー、経済、環境、食糧、貧困など対象が多くあるので、再定
義する必要があるという指摘があった。
特にロシア・ウクライナに関連した食料危機というのが、喫緊の問題で軍事安全保障より
も優先順位が高く、食料が輸入できないだけでなく、肥料も輸入できないので、作物が作
れなくなる、という指摘も脅威に感じた。
最後は静態的な国際関係ではなく、動態的に国際関係をつくり出すことが重要という話
だったが、そのためにも憲法9条の精神は日本だけでなく、国際的にも重要な意義のあるも
のだと改めて感じた。

保健所の報告はこれまで聞いたことがなかったが、職員が過労死と隣り合わせで必死に勤務
している現状がよくわかった。京都市の公衆衛生の現状も理解できた。本当にお疲れ様で
す。オンライン署名に賛同させていただきました。

#
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国民の生活が、コロナ過や物価高で苦しい時に、何で軍事費の予算を上げようとするの
か、いや、そんな事が言えるのか、国のやり方には全く理解できません。
軍事拡大の負の連鎖がこれから益々強くなっていきそうで不安でなりません。

衝撃でした。医療従事者や介護従事者だけでなく、保健師さんや自治体職員もこんなに過重
労働やつらい思いをしていたのだと初めて知りました。死ぬかやめるか。そこまで追い詰め
られていたと知り、心が苦しくなりました。一方で、国は、阿部元首相の国葬を行うとか
言っていましたが、そんな事を考えてる余裕があるなら、もっと現場の、国民の生の声に耳
を傾けてほしいです。

今まで国家予算を気にしたことがなかった。関心を持つことから始めなければならないと
思った。
安全保障の概念【社会保障も安全保障】、先生の言葉がストンと落ちた。

・【現場の力で補助金を勝ち取った】現場で実際に起きていること、自分達が行ってきたこ
とを訴えることが重要と感じた。大変だった、辛かった等の感情だけでなく、実際の対応内
容を詳細に伝えることも必要と感じる。
・自宅療養者に介護保険サービスで支援を行った時の保証、加算等についても早急に整備が
必要と感じた。

宮崎先生のお話をお聴きし、日本がアメリカの軍事戦略に組み込まれ、憲法25条を踏みに
じり、国民生活を脅かせているかがよく理解出来ました。安全保障の概念を変えていく闘
いが重要と感じました。自分の国の在り方を変えていくのは国民。日本が直面している一
番の課題が、食糧問題というお話にはなるほどと思いました。
私たちの望む方向は、軍事費を増やして新自由主義国家を続けることではなく、社会保障
を充実させ、国民生活を最優先とする福祉国家にするという結びにとても共感しました。
ありがとうございました。

長引くコロナ禍での医療、介護、公衆衛生の現場での奮闘ぶりが伝わりました。同時に国の
施策の矛盾を強く感じました。
中でもひっ迫し続けている保健所の実態に心痛みました。過労死基準を大幅に超え、死ぬか
辞めるかの状況まで追い詰められている保健師さんたちの現状をお聴きしながら、改めて保
健所の役割を再構築していくことが急務と感じました。
人のいのちや暮らしを守る医療、介護、公衆衛生の充実を求める運動をもっともっと強めて
いかなかければ・・・との思いを強くしました。

とても解りやすく、視界が開けた感じでした、沢山の人に聞いてほしいと思いました。改
憲阻止、社会保障の拡充を求める運動をすすめる理論武装に欠かせないお話しでした。あ
りがとうございました。

保健所の実態がリアルに伝わりました。胸が痛みました。自治体労働者の皆さんと共に闘い
たい❕
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社会保障費を守るためには防衛費の増長を食い止める事と裏腹の関係にあるとの指摘に納
得しました。

安全保障と社会保障は別々の物の様に感じたしまっていた。しかし、それは表裏一体のも
のであり、仮想敵国への備えとして武器を持つのか、日々の暮らしの為にお金を充てるの
か、平和を大切に出来る世界を望むなら選択を間違えてはいけない、非常に大事な局面に
立っていると思った。

京都市の保健所が、統合され業務的に解体された事と、この間の感染症対応での業務実態に
ついてお聞きして驚いた。そしてこれは京都市だけてはなく、日本全国、私の住む自治体で
も起こっていると思い至り、背筋が凍る思いがした。

　進められている中身を改めて知ると日本が危ない状況になっていくことが分かり、多く
の人たちに知らせていくことが重要で、軍事より国民の生活を優先し平和な国際社会にな
るよう運動していこうと改めて思いました。

　はじめて経験する事態にどの現場でも職員たちが家族の犠牲も然り十分な休眠も取れない
中ギリギリの状態で精いっぱいの対応をしてくれる姿に胸を打たれました。
　また、京都市の保健所の体制が区ごとにあったのか京都市のみに縮小され業務が混乱して
いる状況を知り、千葉市も政令都市なので『保健所はどうなっている』かを知る必要がある
と考えされられました。

日本の防衛費の現状だけではなく、その裏にある歴史的経緯や各国の思惑なども話されて
いて勉強になった。武器ではなく外交を用いた平和の実現が大事という考え方は広めてい
くべきだと思った。

実際の現場の体験談は非常に悲惨で胸にくるものだった。命を救うために頑張っている人に
負担が偏らぬように、現場を理解したシステムを構築することこそ行政の義務だと思った。

#

10



冷戦状態の中、中国と戦う準備が日本の国に必要かなのか考えさせられます。やはり他に
予算をまわすべきかも知れません。

コロナ禍はやく全ての問題が解決できればと思います。医療従事者のコロナに関わっている
方々は大変だと思います。

　防衛費の増大の現状と規模、安全保障の概念と軍事最優先の正当化、策謀について報告
された。最も印象に残ったのは、今、来年の食料も危機が叫ばれている。世界の３割の小
麦が生産されているウクライナに来年の作付けができていないからだ。来年の食料危機が
迫っている。今年はお金さえあれば何とか購入できたが来年はわからない。そのような厳
しいときに軍事費を増やしている場合ではないということ。それほどの危機に接している
のに、そのような情報はなく国民は危機感を持てない。
　また、２０２３年度の防衛費の予算概算要求で過去最高の５兆５９４７円というだけで
も驚きというか怒りなのにさらに金額未確定な事項要求があるということ。ここまで聖域
化していることはもちろん知られていないだろう。

①医療の現場から　宮原先生
　最も記憶に残ったのは倫理と人権の問題
　情報不足の中でのワクチン接種の不安や差別的取り扱いの懸念、介護施設での日常生活の
制限、施設への留め置き、面会制限…現場だからこそ、「病気」じゃなくて「人」を見てい
るからこその葛藤。この現場の葛藤を国はどう見ているのか！と言いたい。

②介護の現場から　医療生協さいたま県北地域統括マネジャー　栗原氏
　医療に比べて介護の補助金が少ない現状をは話してくれたことがありがたかった。
　後遺症を抱えたまま働いている職員が多いことに驚いた。私自身も感染した後咳が１か月
程度続き胸のあたりが痛かった。身体をあまり使わない仕事だからよいが、介護のように直

安全保障と国民生活のどちらを優先させるべきか。講座に参加した事で、具体的な根拠を
踏まえて考える機会になりました。
アメリカの歴史を振り返ると、今の日本が同じ道を辿っているような気がして怖くなりま
した。歴史から学んでいる事を前提に生きていたので、干渉しなくても戦争のあった時代
には戻らない。根拠もなくそう思っていました。今後は政治にも関心を持ち、メディアの
意見を鵜呑みにする事なく自分の頭で考えていきたいです。

メディアではコロナの脅威は薄れてきたような話でしたが、現場の視点で考えると、まだま
だ安易に判断すべきでないと分かりました。
また保健所の実態を知り恐ろしく感じました。
行政は民間に対して適切な労働を示していく立場に捉えていただけに驚きました。

世界的に地球を見たり考えたりちかことがなかったので初めて聞く話しばかりでビックリ
の連続でした。
世界中がより良い生活が出来る事を願い自分に出来る事は微力ですが努力したいと思いま
す。

私達家族３人息子が5月にコロナ感染7月娘、私自身がコロナに感染しました。保健所に何
度も電話した自分が情けないです。保健所の方達の頑張りに感銘致しました。この現実を回
避出来る様国がなんとかしないとダメです！保健所の方達の苦労をもっと知って欲しいで
す。
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日本が防衛費にお金をかけ、社会保障を削減する危険さを改めて学ぶことが出来た。歴史
を混じえて世界の情勢や思想を学び、日本は大切な9条、25条を守っていかなければ、また
同じことの繰り返しになってしまうと思った。

医療、介護、公衆衛生の現場は常に逼迫し、行政からの適切な支援が十分でない現状を詳し
く知ることが出来た。そんな中でも患者さん、利用者さんの健康や生活を守るために働いて
いる方々の、健康、生活を考えて、国が対策を考えて支援して欲しいと思う。私達も声を上
げていかなければ行けないと思った。

日本がすでに兵器を量産できるところまで見据えていると知らなかった。また、第一列島
線のアメリカの計画も恐怖に感じた。「安全保障」という言葉には、対戦争などに関する
もののイメージしかなかったが、もっと広義の意味をもつことが目からウロコだった。そ
して、その言葉に対するイメージのもたせ方は、その時代の政権や権力者によるものだと
聞き、納得。今の政権は軍拡したいがために、戦争への恐怖をあおり、安全保障と叫んで
いるのだろう。実際は、私達国民はさらに「安全」とは程遠い状況に追い込まれているこ
とがよくわかった。

千葉の報告では、国民のいのちや健康を守るためにはやはり人員増が必要であり、それは国
の政策として取り組む課題であることを改めて認識できた。埼玉の報告では、医療に比べて
さらに遅れがある介護現場の実態を聞けたと同時に、働くひとの健康を守る体制も考えなけ
れば行けないと感じた。コロナ復帰後の体制はどこでも同じ課題があると思う。京都の状況
は、聞いていて胸が苦しくなった。過労死がでなかったことは本当に奇跡。初期に比べて保
健師の過酷な状況が報道されることが減ってきたように思うが、コロナの波が引いたとして
も一時のものとして風化して流してはいけないと思った。

安全保障予算と社会保障予算は、予算の奪い合いであること、軍事対軍事の対応では、軍
備増強の競争が際限なく広がることなど、とても興味深く印象に残りました。また、ＮＡ
ＴＯ基準国防費目標のである約４．３兆円増額を社会保障に回すことで医療や子育て・教
育などいろんな豊かな世策ができるという点は非常に驚きました。軍備増強を許さないた
たかいの重要性が強く理解できました。

京都市職員労働組合・永戸さん、井上さんの報告は涙なしには聞くことが出来ませんでし
た。行政の無策・失策が、どんなにひどい実態を招くのか、報告を聞いて身につまされる思
いがしました。コロナ対策に関わる医療・介護・公衆衛生への予算の増額と、人員の増員は
待ったなしの課題で、しっかり声を上げて政治を変えていかなければならないと感じまし
た。

とても分かりやすく、理解できました。武力を武力で解決しようとすれば、軍事力の強化
が必要となり、イタチごっことなり、それを産業化し、莫大な利益となる。その利益は国
民に還元する事なく、社会保障費をげずり国民の犠牲の上に成り立たせようとしている。
国民をないがしろにしている現政権を何としても変えないと、私たちの未来は自由も人権
も無くなってしまうと、危機感しかありません。

コロナで、介護職も疲弊しており、未だに行動制限しながら高齢者の日常を守っています。
しかし、何としても守りきる！という使命感でみんな奮闘しています。現場に丸投げではな
く、国は負担が多い業種にお金と人を確保するべきです。

#

12



社会保障拡充のためには安全保障の理解が重要であり、国民生活よりも、軍事安全保障に
傾斜している現状が良く分かりました。防衛費増分を教育・医療・年金など国民生活のた
めに活かしていくよう訴え続けなければならないと感じました

船橋・さいたま・京都のみならず、全国の新型コロナウイルス感染症最前線での医療介護活
動は、クラスターや医療崩壊、命の選別など、本当に過酷な現場だと思います。保健所や医
療体制の早急な拡充が必要だと感じました

普段聞いたことのない軍事、防衛の話なので、少し面食らいましたが、右翼の人たちと話
をするときには必須の知識やと思いました。ありがとうございます。

具体的な事実を指摘しながらの報告で、身につまされました。どこでも同じことが起きてい
ますよね。本当に変えていかないと。

最近、防衛費の増額の話が良く出ています。対中国の話が多く不安を煽っているように感
じています。戦争になれば資源もない国が勝てるわけでもなく、またアメリカが守ってく
れる確証もなくなぜ対中政策を進めているかわかりません。対話を上手に進めていく必要
があると思います。

京都保健所の話を聞かせていただき、日本の現状がわかりました。確かに福岡でも各地域に
保健所がありました。改革は必要ですが、もとに戻す努力も必要とも思います。

国は、軍事安全保障をすすめ軍事費や防衛費に財源が流れている事、言葉の言い換えなど
で、ゆがんだ正当性をつくりつつ、福祉や社会保障を削減される事も致し方ないような理
由付けをしているように感じた。さらなる財政負担、自己責任論が悪循環となり、新自由
主義を促進し２５条や９条が脅かされているように感じた。

コロナ禍を経て、肌で感じたリアルな現状、課題を知る事ができた。大変な状況を乗り越え
ながらも、経験を活かしながら患者、職員、利用者、地域の方々を守る為、現在進行形で前
向きに取り組みを継続している事を知る事ができた。同じように頑張っている仲間の声が励
みになりました。
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話し方がとても分かりやすく、共感できました。捨て石の話や、軍事費がスパイラルに増
加していく構造など、その通りだと実感できます。早く止めないといけないですね…。

コロナ禍、災害対応として奮闘してきたそれぞれの困難と課題が分かりました。
地域医療や公衆衛生、介護や生活支援を、社会保障として改善させていくために、コロナ禍
における政策の問題点を国や自治体に訴えていくことが大事だと感じました。

大変分かりやすかったです。感染症、気候変動、食料危機などに直面している今、軍事力
に依る安全保障しかやろうとしない権力者、その根底に軍産複合体に侵されたアメリカが
あることを知り、恐ろしく、また許せない気持ちでいっぱいです。

京都市職のかたのお話に衝撃を受けました。命を削って働く保健所の職員の能力も意識も全
く尊重されていない今の医療体制は酷すぎます。

冒頭におっしゃっていました『軍事費と社会保障費は戦う対象になる』という言葉に共感
いたしました。アメリカに積極的にお付き合いすることで、日本の経済は悪くなる。アメ
リカの考えは日本は捨て石と話していること。
首相はそんなはずはないと言い張る。
早く目を覚ましてほしいです。日本の経済が悪くなると日本の人口も減っていくと思いま
す。
守る日本人がいない国になったら防衛しても意味がないと思います。まずは国民に目を向
け、アメリカの声ではなく国民の声をきちんと聞き、国民と積極的にお付き合いしてほし
いです。

コロナ禍で浮き彫りとなった矛盾について、政府はコロナ感染者の療養期間を短くしまし
た。感染する期間はきちんと決まっているのに、政府は経済を回すことを優先しました。医
療従事者の方々のことは考えず経済を選ぶ政府。もともとは病床削減と推進したのは政府で
す。コロナ発生時にきちんとした病床が確保できていれば看護師の人数も今よりは多かった
と思います。補助金もいつまで続くか分かりません。現状をきちんと伝え広めることは大切
だと感じました。
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現在の防衛費について、これまでの経緯や世界的背景も踏まえてご説明いただき、学ぶこ
とができました。国民生活を守るために何を最優先にすべきか、考える機会となりまし
た。ある日突然戦争になってしまったら日本は太刀打ちできるのか、そもそも戦争のない
国際社会を目指すのか、問題は大きく日本だけにとどまらないと思うので、自分ができる
ことは数少ないですが、こうやって知ること考えることは積極的にやっていきたいと感じ
ました。

医療の現場、介護の現場、保健所の現場、それぞれに未知のウイルスであるコロナと闘って
きた様子が痛いほど伝わり、皆さん苦労しながらも必死で患者さんのために奔走してきたこ
とがよく分かりました。自分も介護現場で神経を使うことが多く、共感する部分もありまし
た。完全に終息することはないと思いますので、コロナとともに以前の生活を取り戻す方法
を考えていくべきだと感じました。海外にも目を向け、日本も取り入れるべきところは参考
にすべきではないかと思います。

とてもわかりやすいお話を聞かせていただきました。　憲法改正　安全保障…今日の様な
内容をきちんと理解している人がどれだけいるか　きちんとしてわかりやすい説明が無く　
聞いただけでは　良いことしている　という様な理解でいる人が多いんではないかと思
う。　自分の国の事　自分の将来にも関わることを　もっともっと国が　説明すべきだと
思う。

病院　保健所の大変さの生の声を聞かせていただき　何度も何度も繰り返しているこのコロ
ナへの対応が　壮絶なものだと　びっくりしたのと　2年間の繰り返しの中で　何か　最善
の策が　早く　出来る事を考えます。

軍事費増額はほんとに必要ないと思いました。
格差の拡大や貧困世代にもっと目を向けて欲しいと思いました。軍事費よりももっと役に
立つお金の使い方をして欲しいです。

現場のリアルな声をオンラインでしたが聞けてできることは少ないと思いますが、全員で協
力すれば必ず成し遂げられる事があるのかなと思いました。

自分の安全な生活を守るためには、まず自分が武器を手放す事。そして、相手に武器を手
放させる事だと学ぶ事が出来た。世界平和は、まず自国の武器を捨てる事から始まる事を
もっと広めたい。

京都の保健師さんの話は、衝撃的だった。これが、長く続いた自民党政権の仕業の結果かと
思うとゾッとした。これから先も、自民党ではこの国の国民を守る事は出来ないだろうと見
通しが暗くなった。
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年金の支給額をへらすなど社会保障を薄くして軍事費を優先していることが分かった。私
は奄美大島に住んでおり、第一列島線の島の1つであり、中国が海洋進出した場合、攻撃を
受ける可能性が高く、他人事ではない、と思った。

保健所職員のコロナ対応で、まともに食事も取れていない状況を知ることができた。我々、
支援する側の職員も余裕がなければ支援が難しい、と思った。長時間労働に規制を設ける署
名運動等できることから始めていきたい。

防衛費と社会保障費の相関関係の大きさを、あらためて痛感した。防衛費の抑制なくし
て、社会保障の充実はない。一層の運動が重要になっていくと肝に銘じました。

この間も、コロナ禍における医療・介護分野の実態については見聞きして来たが、あらため
て自らの命と隣り合わせの最前線で奮闘するエッセンシャルワーカーの方々に敬意を表した
いと思います。

宮﨑先生の講演は初めてお聞きしました。
東アジアにおける歯止めのないミサイル軍拡競争でもっとも潤うのはアメリカをはじめと
した世界的な軍需産業であることが良く理解できました。
軍産複合体の実態を暴くことは簡単ではありませんが、実態をさらに学んで多くの人に
知ってもらいたい内容でした。

感染症のリスクと、コロナ禍の実態について改めて学ぶことができました。
特に保健所機能については、現場の苦労とその破綻が生々しく、コロナ前から切り捨ててき
た公衆衛生や医療体制のあり方を問う内容でした。

今まで漠然としていた安全保障・防衛費と社会保障の関連性についてしっかりと理解する
ことができました。わかりやすい講義で、ありがとうございました。

どれも今の医療現場の最前線を知ることができる報告でよかったのですが、特に京都府の保
健師さんが涙ぐみながら話しており、本当に当時の大変さが伝わってきました。1日15時間
労働は想像するだけでもゾッとします…
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とめどない軍拡競争が起きているが、ここで止めなければ、世界大戦に突入した時の日本
に逆戻りすると思う。アメリカのいいなりで武器購入などしているが、日本がすべきこと
は軍拡ではなく対話で、国民の生活を守るために金をつかってほしいと再認識した。

コロナ禍において、医療の現場は今も混乱していると感じている。これは、国が保健所機能
を削減したり、医療に金をかけなくなったことが原因だと思う。今回は、医療・介護、保健
所の現場の声だったが、その他の業種・職種でも同じく疲弊しているところは多くあると思
う。
このような疲弊をもたらしたのは何故なのか。コロナ禍で感じたことを国民一人一人が投票
で意思を表明して、より良い国にしてくれる政党や政治家を選んでほしい。

今日までの軍事情勢について改めて振り返ることができた。軍事費が増額され、社会保障
費が削られ続けているので、この構造を変えなければならないと感じた。

医療以外の報告が聞けたことがよかった。コロナ羅漢後の症状症状について多々報告があ
り、今後より深刻な問題になるのではと感じた。また、保健所の話は普段あまり聞くことが
ないので知らないことが多かった。特に保健師の追い詰められていく話は壮絶だった。
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第2講座・社会保障運動入門の感想 シンポジウム・届けよう現場・地域の声、広げよう運
動をの感想

社会保障運動の歴史と意義を改めて認識しました。
憲法25条第2項や、国際人権規約にも規定されている「社会保障の後退禁止」を知ってハッ
としました。制度改悪が」あたり前のようにすすめられ、文句をいいながらも従っている私
たち国民自身が動かないといけないと思いました。
広範な人たちとともに運動していきたいと思います。

あらためて、振り返りながら、学ぶと共に、自民党改憲の中身や25条2項の後退禁止の位置
付けは新たな学びでした。不断の努力ですね。
社会保障運動の担い手を増やすためにも、若い人たちに先生のお話しを聞く機会を作ってい
きたい。その際はよろしくお願いいたします。

千葉は多彩な活動をされており、見習わなくては。天海さんの運動を広げなければ‼行政の対応は
あり得ない。
声をあげてない方が沢山いる。全国で集団訴訟も視野に入れなきゃいけないと思いました。

社会保障のそもそも論から、社会保障運動が資本主義社会においてどんな意味があるのか
を、この間行われてきた社会保障の改悪の事例も踏まえてわかりやすく説明されました。国
際人権条約にも社会保障後退禁止原則が書かれており、その内容が憲法でも守られなければ
ならないという話を初めて聞き、世界の国ではそれが実現されているのだから、日本でも社
会保障の運動によって、それが守られるようにしなければいけないと思いました。さらに、

参加しておりません。

各地の運動に学び、地域でも新たな形の運動の必要性を痛感しました。
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国と国民の間にある義務と権利の問題をシンプルな構図から理解する事が出来て良かった。
国家と国民との関係性において理想と現実の乖離がある事を機会がある度に言葉にして、エ
ネルギーをかけて争って行かなければならないと思った。

千葉にはこんなに熱量を持って運動をしている方々がおられるのだな…と感じた。介護と障害、医療
と介護など制度の間にある課題について、現場の見えるソーシャルワーカーとして、周囲の仲間と考
え方を共有しながら自治体と粘り強く交渉を重ねて力を尽くしていきたい。

　憲法や国際条約があるだけでは、人権は実現しない。資本家階級側にいる政権では、社会
保障を後退させる政策が目白押し。だが、先生の言うように『不断の努力』で、自由や人権
を維持·発展させたいと思います。

　松戸の市立病院の廃止計画に反対する団体·市民を巻き込んだ運動、柏の『個人請願』という形か
ら市民の要求を上げていくのを社会保障だけでなくｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ実現など幅広くやってきたことで要求
に耳を傾ける市長が当選。松戸労連『ちば派遣村』では『労働相談』に健康まで広げ、医療では東葛
病院·医療関係者、法律的なことは弁護士など専門家も巻き込んでやれていることが14年間続けてこ
れたとのことで、それぞれ地道な取り組みの積み重ねなんだと勉強になりました。
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社会保障運動の基本は、社会保障の水準向上を目的に国や自治体に働きかけること。資本主
義の階級社会において、歴史的に社会保障を後退させる政策がとられてきており、憲法や国
際条約を用いて社会保障を維持する運動を進めなければならないことを改めて再認識するこ
とが出来ました。講座の中で出てきたスケッチ(支配階級の人が坂の上にいて、人民が押し上
げている様子の絵)がわかりやすかったです。コロナやウクライナの問題で憲法が揺らいでい
る今だからこそ、不断の努力が必要だと感じました。

黙っていても、何も変わらない。人間らしい生活をおくるために、おかしいと思うことをおかしいと
言える場所がある。そういった組織(バックボーン)が地域にあり、その力を地域ごとに強めていくこ
とが大切さだということをそれぞれの運動の報告を伺い、感じました。

社会保障運動という漠然としか理解していなかったものを改めて理解することができ勉強に
なった。人権はただ規定されているだけでは守られないという考えにはとても共感でき、今
後も運動を続けていく出来だと感じた。

各地での固定的な取り組みを知ることができ勉強になった。個人的には社会保障推進柏木市協議会の
個人請願行動は面白い取り組みだと思った。市民一人の声は小さく感じるが実は行政はそういったも
のほど無視できないというのは今後の運動に役に立つことだと感じた。

運動する人に「公助」疑問持たない人がいる、という最初の言葉にドキッとした。公助は日
本語にない。最近できた言葉だと聞き、無自覚に「公助」を使っていた（確か社会福祉士の
テキストにも掲載されているはず？）ことを反省した。
　確かに公助は「公の支援体制」なのかなと言葉の響きからなんとなく感じていたが、権利
としての社会保障なのに、「上」から「助ける」しそうならば戦前の生活保護と同様ではな
いかと、納得した。　言葉は本質を表すというか、言葉がすべてでないが、政府が使う言葉
はじわじわと人々の心の価値観に浸透をしていくので気を付けていかなければ、と思った。
（他の分野でも）
　生活保護の引き下げの影響額はトヨタの１年分の純利益だという比較はわかりやすい。そ
のトヨタも従業員への給与へ還元しているわけではなくトヨタの会社自体のもうけになって

シンポジウム　松戸社保協　事務局次長　関さん
　柏社保協　会長　新山さん
　千葉派遣村東葛実行委員長　嶋村さん
　
東葛方面の運動のことをあまり把握していなかった！というのが実感。千葉市社保協ニュースで病院
やケアハウスの問題のことを知ったのも結構最近です。失うのは病院だけではない、というのが印象
的です。
同じ千葉県なのにという思いです。東葛地域の派遣村はいつもすごいなとチラシを見て思っていまし
たが、リアルな嶋村さんの話をしてたゆみない努力の基に行われていることを知り、改めて敬意を
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日本とヨーロッパを比較しながらご説明いただきましたので、広い視点で現状を捉えること
ができました。
私も日本はお金が無いと思い込まされていた1人です。
今の政治が何を優先しているのか一目瞭然でしたので、候補者選びは慎重にしたいです。

社保協の取り組みや課題に対する熱い思いが伝わってきました。
国立、市立病院の存在意義、行政機関との向き合い方、社会保障制度の矛盾等といった身近な課題に
ついて考える機会となりました。

まず憲法を知らなかったので、難しかったけど、勉強になりました。
憲法の、からくり弱い者は更に弱く強い者は更に強くなる社会なのでしょうか？

松戸市の地域の方達の活動に感動しました。
声を上げる勇気活動に感銘致しました。地域医療の大切さ必要性をもっともっと皆さんに知って貰い
たいです。
６５歳から障害者福祉から介護保険に変わる事は知っていた。不思議で仕方なかったが、天海さんを
知り天海さんの苦労を知り周りの皆さんの活動に感動しました。
制度はおかしいです！見直すべきです！

憲法25条第2項で国の社会福祉、社会保障の向上・増進義務が定められているにもかかわら
ず、後退させていることは本当に憲法違反だと憤りを感じた。大企業の利益優先で社会保障
が切り下げられ、国民のいのち・生活が脅かされている日本社会は異常だということは明ら
かで、国連からも批判されているのに、なぜ政治は変わらずさらに悪化しているのか。素晴
らしい憲法があるにもかかわらず、憲法通りの国政がなされず、社会保障が坂道の図であら
わされてしまうということは本当に悲しい。何もしなければ後退していく一方のため、一人
でも多くの、様々な人たちと協働でたたかい続けていくしかないことを改めて痛感した。

・コロナ禍も踏まえ、受療権や地域住民の生活、社会を守るために、医療機関削減、公的医療機関の
廃止は許してはいけない。運動が重要。
・なんでも相談会を継続していくことで、現在の情勢における様々な社会的課題が浮き彫りになって
いると思われる。個別の相談対応だけでなく、困難を抱える人が生まれないような、困難を抱えても
すぐに解消される手立てが打てるような社会を作るために、運動していかなければならない。
・障害者65歳問題も改めて学習しなおそうと思った。

政権が弱い立場の人々の生活を考えず、制作を進めていると感じた。私たちはしっかり選挙
に参加し、国民一人ひとりが人間らしい生活を送れるよう、代表を選んでいかなければなら
ないと思った。日本はお金が無いので、苦しいなと思っていたが、今回の話を聞き、国が企
業の税金を下げていることもあると分かり、国民のことを考えて、政策を考えるべきだと
思った。私たちが、福祉、医療、介護の現場を伝えていくことも大切だと思った。

様々な地域の取り組みを知ることが出来、興味深かった。病院1つ無くなることは、市民にとって大
きな不安だと思うし、市民の方がたが協力してくれたことは、凄いことだと思った。病院が地域に根
ざし、共に生きてきたことが分かった。
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資本主義と社会保障の関係があらためてよく分かる講義だった。初心者にもわかりやすく、
今まで何度も勉強してきたつもりでも、より理解が深まった気がする。今日の講義をもっと
自分でよく噛み砕いて、誰かに説明できるようになりたい。やはり、何度も何度も繰り返し
学習することが必要だと感じた。２５条は健康権を規定したもの、と言われたのが印象に
残っている。また、司法も国際条約を守らない、日本は世界から人権侵害の批判を浴びてい
るという話がショックだった。

各地の力強く粘り強い運動が聞けてよかった。若い人にどう参加してもらうか、という質問に対する
それぞれの見解が興味深く参考になった。

社会保障充実のため、大企業・富裕層への課税強化が不可避であることはとても腹落ちをし
ました。「財源がない」という言い訳がいかに道理がないか、判りました。憲法２５条２項
に関連して、一連の社会保障の切捨て・後退が「憲法違反である」という点も、とても納得
がいきました。憲法があえて人々に課した「公共の福祉」のための「不断の努力」の責務に
関連して、植木枝盛の「坂道を車で登るようなもの」というお話はとても重要で、この認識
に立って、運動を大きく発展していかなければならないと決意を新たにしました。

どのお話もとても興味深く、参考になりました。東松戸病院の存続を求める運動は、幅広い分野の人
を巻き込んでのとりくむことの大切さが参考になりました。柏市社保協の個人請願のとりくみは、身
近な市民要求を吸い上げて自治体を動かしていく経験がとても興味深く印象に残りました。千葉派遣
村何でも相談会のとりくみは、健康相談や看護学生の係わりが印象に残りました。天海訴訟支援のと
りくみは、制度の矛盾や極端な「比例原則違反」など問題の実態がお話から理解できました。経験や
教訓を学んで、とりくみに生かしていきたいと思います。

政治によって、国の在り方が変わってしまうことが、長期自民党政治で明らかになりまし
た。社会保障は国民の権利であり、国は保障する義務がある！公助という言葉はおかしい！
という事がとても印象深かったです。私も職場の仲間に、その様に伝えていこうと思いま
す。

柏のキャラバン、一人一人の声を個人請願として、そのまま行政に伝えた方法は、参考になりまし
た。つくられた文章に賛同するだけでは、やらされ感があり、他人事の様に感じますが、自分の言葉
を伝えることは、主体性があり、参加者の意識も高まると感じました。

入門者の私にも大変分かりやすかったです。植木枝盛氏の「社会保障は坂道を車を押して登
るようなものだ」という例えと、井口先生の手書き図が印象的でした。坂道を転がり落ちな
いように、不断の努力(運動や活動)が必要なのだと分かりました。

松戸の市民の知らないところで病院廃止の決定がなされようとしているとは驚愕しました。柏の個人
請願は要望がとても具体的で、市民も参加しやすいと思いました。自治体も丹念に回答するとのこと
で回答も拝見したいです。あとは市民へのフィードバックの方法うまく出来れば…

松戸の何でも相談会は相談内容を細かく分析されていて、社会情勢が映し出されているようだと思い
ました。天海さん、応援しています。障害者施設に入所の場合は引き続きサービスが継続できて、在
宅だと介護サービスに移行？制度の曖昧さと自治体ごとの対応が統一でないなど、様々な問題がある
ことが分かりました。
各現場からの精力的な活動の報告に感銘を受けました。それと同時に活動されている皆さんの高齢化
があり、若い世代へ運動を拡げていく必要性を感じました。

#

22



皆さん質問していましたが、今の情勢のもとで、どう社会保障運動をすすめて行くのか大き
な課題やと思いました。その経験が一つでも生まれるようにしたいと思います。

千葉県の地域医療を守る取り組みはいつも学ばされます。千葉の歴史と風土もその遠因なのでしょう
か？と思わせていただける素晴らしい実践報告でした。

お話のあちこちで、「日本国憲法」の話題が出て、憲法への攻撃を許すな、憲法通りの社会
保障を行わせれば道は開ける。との思いを強くしました。
私もすでに65才ですが、私たちの世代はすでにある程度の社会保障制度ができており、その
進化と後退を体験し来た世代です。その運動は「社会保障を守れ」であり、今は、改めて
「社会保障とは何か」を世間に問い、一緒に「社会保障制度を造ろう」という時代になった
のかもしれません。そうでないと、今の若い世代、現役世代に受け入れられないのかと改め
て思いました。

味のある坂道のイラストがテキストに掲載されていなかったのが残念！
憲法第25条では「向上及び増進に努める」ことが国の義務であるのに、社会保障制度改革推
進法のような公的責任を放棄する法律は、まさに法律違反だと思います。第97条は基本的人
権の本質を謳っており、一番好きな条文です。

千葉の各地の取り組みが紹介されていて良かったです。市民の声を具体的に集めてそのまま要求した
取り組みは、想定外で面白かったです。自治体も「やめてください」ではなく「減らしてください」
と応えたところが、良心的というか…。
天海訴訟は、何と言っても天海さん自身の強い思いがあったからこそ、泣き寝入りせず運動が広がっ
たのだと感じます。勝訴して皆で喜び合いたいです。

とても分かりやすく勉強になりました。社会保障は公助などではなく人権を保障するための
国が負うべき義務であることについて、学習会の場などでさらに考えていきたいです。憲法
を武器にして少しでも社会保障の運動にかかわっていきたいです。
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大変勉強になりました。あの坂道モデルの図は印象的で今後、社会保障を学習していく中で
何度もみる図になること間違いなしですね。
社会保障運動をしていくうえで武器となるのが憲法。その憲法を改悪し武器にできないよう
にしていこうと企んでいるのが今の政権だと考えると、取り返しのつかないことになる前に
今の現状をきちんと公表し多くの市民に伝え、社保運動を大きくしていくことが課題だと感
じました。

千葉県の社保運動をお聞きして、どこも大変なんだなと感じました。1人だと小さな力ですが、同じ
思いの仲間が増えれば増えるほど大きな力となり大きな成果が生まれるということを改めて感じさせ
られました。
天海さんの65歳問題は聞いていて矛盾だらけだなと感じました。制度を考える人たちは表面のことだ
けで、実際に使用したらどうなるのかなんて考えていないのだと感じました。やはり生の声をひろい
声を大きくしていく、そこにもきちんと社会保障を理解した自分がいないと戦える力が小さくなり、
救える命が減ってしまうこと。横のつながりも大切なことも考えさせられました。

社会保障について学ぶことで社会保障運動の必要性を理解することが出来ました。今までど
こか他人事のように感じていた様々な活動も、これからは内容をしっかり理解し、取り組み
たいと思いました。

　東松戸病院、梨香苑についての経過、現状、活動報告が特に印象に残りました。市立病院が無くな
ることは地域住民や働く職員への不安や不満は計り知れないと感じました。市が決めたことだから仕
方がないで済まさず、病院の必要性を声を大にして活動することの重要だと思いました。

社会保障運動について、あまり理解を出来ていなかった部分も沢山あり、改めて今回参加す
ることによって学ぶことができました。地域が近い社保協の方々のお話も聞けたり、実際に
自分が参加している社保協の発表を俯瞰的に見れることが出来たので良かったです。
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憲法など統一した解釈になるように明記していく必要ようがあると思う。たくさんの国民が
声を上げて変えていくしかないと感じた。

65歳問題について、問題ない引継ぎや利用が行えるよう早めに検討し、行政とも早めに相談していく
ことが必要だと思った。今回のように何も決まっていない段階での打ち切りは絶対あってはいけな
い。利用者、行政などお互いが歩み寄れる対応ができるようになればと思った。

国はもっと人権を保証して欲しいと思いました。
日本の政治は、悪いことをしても証拠隠滅や後々発覚しニュースになるのを見て、ほんとに
政治の方は良い日本にしようとしているのかと疑問に思うことばかりで、自助という言葉わ
多く聞きます。そうではなく、共にいい未来にするために様々な制度やサポートをして欲し
いと思いました。

現場の声や運動を聞くことが出来てよかったです。行動に移さなければ未来は変わらないと改めて思
うことが多い内容でした。若い世代も負けず今後の将来のために様々な行事に参加し、声をあげてい
きたいと思いました。

坂の話は、これからずっと使い続けたい。しかし、明治時代にそんな事を訴えている人がい
たなんて、なんて進歩的な人だったのかさらに調べてみたくなった。

自治体懇談の継続が重要である事を改めて感じた。

国の憲法で社会保障の向上、増進に取り組まなければいけないことが明記されているが、社
会保証費を削る国に怒りを覚えた。講座を受ける前は、社会保障費を削るのは国のお金がな
いから仕方ないことなのか、と少し思っていた部分もあったが、大企業側は税金の軽減がさ
れており、儲かる仕組みになっていることを知った。大企業側の税金を増税し、社会保障に
回すことで、国も赤字にはならない、ことを学んだ。大企業から支持を受けている政党が、
権利を握ると、大企業に有利な政策をするので、今のような格差社会が作られたことも知っ
た。そのため、選挙も大事であることを学んだ。

日本にはよく考えると、おかしいのではないか？というシステムが多くあるが、私は、「そういう決
まりだから、仕方ないか」と思っていたことがあった。今回、シンポジウムをうけて、「地域の声」
を上げて運動することにより、何か変えることが出来るのではないか？1人の声は少なくてもみんな
で運動をすることで変えることが出来る。と感じた。署名運動や、困りごと調査等を行い、地域や現
場の声を集めることや、学習会を深めることの大切さに気がついた。
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「若い世代もベテランも共に学び」という難しいテーマでの講座で講師の先生のご功労が伺
われたが、たいへんわかりやすい内容で、ベテランでも「なるほど！」と思わせる点も多々
あり社会保障を今一度、見直すよい機会となりました。

各分野の先進的な取り組み報告を聞くことができ貴重な経験となった。特に若い世代をいかに社保活
動へと繋げていくかという点について重要なアドバイスもありたいへん勉強になりました。

井口先生の講演も初めてお聞きしましたが、資本主義の仕組みから社会保障が生まれてきた
背景をわかりやすく学ぶことができました。
公助については、社会保障を解体するために新しく生み出された用語で、国や自治体の精神
の放棄と言わざるを得ないものだと改めて学びました。
今一度憲法を守らせて、本来の社会保障をとりもどす運動が重要だと思いました。

松戸市民病院の取り組みは、埼玉でも対岸の火事ではすまされないと思いました。小児医療センター
などの移転の問題にも通じますが、地域医療を担っていた基幹的な病院がなくなることは想像しただ
けでも恐ろしくなります。
天海訴訟は恥ずかしながら知りませんでした。ただどこでもこの65歳問題はあり、年齢によって機械
的に障害者の権利を奪われることを許してはならないと感じました。

坂の例えがとても良かったです。みんながわかるイメージだと思います 個人請願のアイデアが斬新で面白かったです

なぜ社会保障をよりよくするよう求めるのか、周りの人たちに説明するときの根拠を再認識
できた。

それぞれが様々な活動をしていて、参考にしたり、見習ったりしなければいけないことがあると思っ
た。
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社会保障費が下げられていく流れについてわかりやすい講義だった。社会保障を削るのでは
なく、大企業等の風雨層から税収を増やす政策が必要だと改めて感じた。

地域の運動について様々な立場からの報告だった。千葉でも自治体の対応は厳しく、各地から声を上
げて大きな流れにしていかないといけないと感じた。
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