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「社会保障解体ノー
社会保障解体ノー」
ノー」の声を大きく広
きく広げよう
第４３回中央社会保障学校に４６０人以上参加
10月15日～17日の３日間、神奈川県・ワークピア横浜において第43回中央社会保障学校が開催され、のべ4
60人が参加しました。全体で４講演、１シンポジウム、２分科会があり、参加者より感想を寄せて頂きまし
た。埼玉からは、埼労連、埼玉土建、医労連、医療生協、民医連、埼玉社保協から18人が参加しました。
15日は第１講義が「沈みゆく大国アメリカからの警告」
と題して堤美果さん、第２講義を「戦後70年『沖縄問題』
の考え方」をテーマに沖縄タイムスの宮城栄作さんが講
演しました。
大企業による極端な格差や不
安定雇用などアメリカで起きてい
る状況が、数年後には日本で起
きている。アメリカの企業を世界
でトップにしようと、これまで多様
化されていた企業が一本化さ
れ、人件費を削減して非正規に
してきた。一方で社会保障費は
削減し、教育は親の投資に変え
られた。そして、グローバル企業
が政治を「投資」の一つと考え、
様々な権力を握ってしまった。特に、医産複合体は大統
領選に5300億円も献金している。なぜか？アメリカでは
「命の沙汰も金次第」「医療＝ビジネス」で、企業が儲か
るように政治をしてもらう。ウォール街の投資家たちは日
本も狙っている。ただ日本には憲法25条と国民皆保険
制度という邪魔なものがある。しかしこれも薬を保険外に
して、薬価の値段が自由化させればこれを崩せる。さら
にＴＰＰによっても。
最後には、お金で命が量られる国にしてはいけない。
皆保険制度は必ず守らなければいけない。と言ってい
た。まさにその通りである。
第２講義では、沖縄タイムスの宮城氏が、基地問題の
歴史を振り返りながら、「なぜ沖縄の声は届かないのか」
と題して話をされた。基地に賛成でも反対でも良いの
で、「沖縄のこと」としないで「自分の（国の）こと」として、
真剣に考えてほしいと訴えていた。
２日目にも参加したが、社会保障、沖縄、戦争法な
ど、素晴らしい講師陣と内容の濃い講義でとても勉強に
なった２日間だった。
（埼玉土建 肝付 賢司）

わた
しは、16
日の２日
目から参
加し、神
奈川 労連
事務 局長
の住谷さ
んの「最
低賃 金裁
判と社会
保障」を
テーマに参加しました。2011年6月からはじまった最賃裁
判のたたかい、「人間は憲法25条に基づいて、最低1,40
6円以上ないとまともな生活はできない」という根拠のも
と、最低でも1,000円以上としたたたかいが、労働法制の
改悪の中でも、非正規労働者をはじめ、低賃金で苦しむ
労働者を励ましていることなど、国民が声を上げていく重
要性を訴えていました。そして、第２講義では、渡辺治さ
んから「戦後70、岐路に立つ、日本の平和・憲法、社会
保障」についての講義でした。渡辺先生は、戦争法案を
阻止するたたかいが、安保闘争にもなかった地域からの
たたかいが大きく広がり、自公政権を追い詰めた。アメリ
カは、冷戦後200回以上も世界で戦争を行ってきた国。
この戦争法はアメリカの戦争にあらゆる形で加担する法
律、自衛隊員はもちろんのこと国民も危険性にさらすも
の、引き続き、国民的なたたかいで安倍政権を包囲し、
安倍内閣を倒し、新たな政治をつくることで「戦争する
国」づくりをとめようと呼びかけました。
午後からは、「社会保障解体を許すな！安全・安心の
医療・介護の実現を」をテーマにシンポジウムを３人のパ
ネリストを招いて行いました。
（埼玉土建 段 和志）
埼玉社保協 第２回常任委員会
１１月３０日（月）14時 埼玉教育会館103会議室
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違いありません。10月28日には、日比谷野外音楽堂で
「憲法25条」をテーマにした、史上初の大集会が開かれ
ます。全国からバスで、飛行機で乗り付ける日比谷野音
では、労働や年金、社会保障問題すべてにおいて、貧
困と格差拡大を告発し、政策の転換を訴える3000人の
人びとの声が響くでしょう。
（埼玉県生活と健康を守る会連合会
事務局長 高藤 登喜恵）

【中央社会保障学校・感想つづき】２日目の「戦後70
年・岐路に立つ日本の平和・憲法・社会保障」と題した一
橋大学名誉教授の渡辺治さんのお話は、情勢認識を深
め、今後の運動に役立つものとなりました。
渡辺さんは、安倍政権の大国に向けた３つの野望は、
「戦争する国づくりと改憲」（戦争法、辺野古新基地建
設、米軍再編への協力、改憲）、大企業が繁栄する｢強
い経済｣(国民皆保険体制解体、労働者派遣法改悪、原
発再稼働、TPP参加）、「国民意識の変革」（歴史の修
正、戦後70年談話、教科書統制）であり、アメリカと財界
の全面支援をうけ実施している。戦争法は成立したが、
安倍政権を追い詰めた反対運動があり、これは運動団
体間の共同を追求し実現したもので、政治的立場、政
策、思想の違いを乗り越える「平和」と「民主」の共同、そ
して全国津々浦々、保守層を巻き込み、学生・女性・弁
護士会・日弁連・学者らの立ち上がりをつくった。今後政
治を変えるためには、戦争法廃止、辺野古新基地建設
阻止の大衆運動、運動がつくった共同を守り発展させ
る、戦争する国づくり阻止と新自由主義改革反対の運動
を両翼で、すすめよう」と話しました。
（埼労連 舟橋 初恵）

「憲法いかし、いのちまもれ！」

－憲法をいかし、いのちまもる集会に3500人－

「くらしが苦しい、早く裁判に勝ちたい」

10月22日、日比谷野外音楽堂で行なわれた「憲法い
かし、いのちまもる10.22国民集会」に参加してきました。
医療生協さいたまからは、組合員と職員合わせて約70
人、集会全体では約3500人が参加しました。
実行委員会を代表して、日本医労連の中野委員長が
開会あいさつを行ない、ＳＥＡＬＤｓが「言うこと聞かせる
番だ国民が」というコールをしているように、私たちが医
療、社会保障を良くする要求を突きつけていくべき時で
あり、全国から中央へ向けて要求していくことを提起しま
した。
著名人のメッセージでは、精神科医で立教大学教授
の香山リカさんが戦争法案反対の国会前行動を救護班
として支えた医師や看護師について、命を陰で支える医
療の原点だと称賛し、勝利の集会でまた集まりましょうと
激励しました。
各分野からのリレートークでは、オール沖縄の辺野古
新基地建設を許さない闘い、医療などの助成が認めら
れていない難病患者への支援、保険のきかない医療が
増えていることへの危機感、介護保険の改善と介護労働
者の処遇改善、院内保育所の充実と保育士の処遇改善
などが訴えられました。
集会終了後、参加者は東京駅に向けてパレードを行
ない、「憲法を守れ」、「医師・看護師を増やせ」、「介護
職員を増やせ」、「いのちを守れ」などのシュプレヒコール
で沿道に向けてアピールしました。
（医療生協さいたま生活協同組合
けんこう文化部 小野民外里）

埼玉の生保基準引下げ違憲訴訟 第４回口頭弁論

10月21日生活保護でくらす県内28人が「保護基準引
下げは憲法25条違反」と訴え、提訴した裁判の第4回期
日（口頭弁論）がさいたま地裁で開かれました。「生活保
護受給者は怠け者」「懸命に働いてきた私たちがもらう年
金は保護費以下」「生活保護費が高
すぎる。最低の生活で満足すべき」と
いうような、偏見や差別の意識が、国
民 から まだ まだ払 しょ く されな い中
で、自身を衆目にさらし闘う原告の皆
さん、そして弁護士、支援者、220人
以上がかけつけました。
昼前から浦和駅東西口でアピール宣伝行動を約90人
のスタッフで行い、通行する人たちにチラシ1500枚を手
渡しました。応援にかけつけた連合埼玉、埼労連、埼玉
社保協の方々を含め、東西口それぞれ6人がマイクで訴
えました。憲法9条を守る運動だけでなく、25条の運動で
も2派の労働組合が肩を並べて「生活保護費の引下げは
国民のくらしの水準を引き下げること」「最低賃金820円
では人間らしいくらしができない。生活保護基準を引き
上げるとともに最低賃金1000円以上に」と、力を込めて
訴え、今後とも一緒にがんばりましょうと連帯を表明してく
ださり、運動の広がりが実感されました。
「くらしがとても苦しい。なんとか、早く裁判に勝ちた
い」応援集会で原告の1人がその胸の内を語りました。全
国25地裁で823人もの原告が、同様の裁判を提訴して闘
っています。この声は恐らくすべての原告の声であるに
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春日部社会保障をよくする会が総会

なお、竪さんは「憲法ママカフェ」を県内各地で
開催、要望があればどこへでも行くとのことです。
（春日部社会保障をよくする会 ニュースより抜粋）

法の

10月10日、
第10回春日部社
会保障をよくす
る会の総会と学
習会を開きまし
た。
総会の冒頭、
松島会長は、関
西電力大飯原発
の運転差し止め
を命じた福井地裁判決にふれ、原発より命こそが大
事と、反原発に取り組んでいる仲間への励ましとな
ったことを強調、川内原発再稼働を強調した安倍政
権への怒りを表明しました。また、安倍政権の戦争
法の強行と相次ぐ社会保障の切り捨てに対して、右
手に憲法9条、左手に憲法25条の旗を掲げて、くさ
い社会の平和と社会保障充実・発展のため力をあわ
せようと訴えました。
今年度の行動提起として、①社会保障の充実を目
指し市民のいのちを守るために、②市民の誰もが安
心して医療を受けれられるために、の２本の柱を実
現するために学習会、対市懇談、自治体要請キャラ
バン、請願書の提出、街頭宣伝等を行うなどの運動
方針を採択し、右表の新役員を選出しました。
総会の中で、事務局から報告された内容で、今ま
で継続しておこなわれてきた対市懇談を市側が昨年
来拒否している実態が報告されました。こうした事
例は県内の自治体にはないとのこと。市民の声に全
く耳を傾けない石川市政の姿勢をみることができま
す。
私たちは、今後も粘り強く対市懇談の再開に向け
て運動を強めていきたいと思います。
総会に先だって「憲法と社会保障～安保法制と目
指すべき日本像を考える～」と題して竪十萠子（た
て ともこ）さんによる記念講演がありました。安
保法制と日本国憲法・自衛隊との関わり、特定秘密
保護法中身などをわかりやすく解説しました。戦争
する国づくりと格差社会は表裏一体であることを、
現在の日本の状況（非正規労働者の増加等）をもと
に具体的な数字をあげながら説明しました。
安倍政権の暴走はこれにとどまらず、来年夏には
必ず憲法改正に打って出るだろうと、強調されまし
た。具体的には９条はそのままにして、連立を組む
公明党の主張する「環境権」と、国会の議決を経ず
に時の内閣の判断で決められる「緊急事態宣言」
（「自
民党改憲草案」９８条）の条項の新設を目論んでい
るとのこと。そういう意味では来夏の参議院選挙は
日本の政治の方向を左右する重要な選挙であること
を強調されました。

も れ い

川越社会保障推進協議会が総会
10月10
日ウェス
タ川越で
川越市社
保協の第
5回総会
を41人の
参加で開
催しまし
た。第2
部は本田
宏先生の「医療崩壊と戦争法の切っても切れない
関係」の講演でした。
多くの日本人が医療費は高すぎる。医師不足の
原因は偏在等々の情報を鵜呑みにしていること、
医師の絶対数が11万人も不足していて世界(ОＥ
ＣＤ)に比べ少なく、その差が拡大していること
などをあげながら、キューバの医療と教育はなぜ
無償か、日本とどこが違うかを具体的にスクリー
ンで視聴しながら、わかりやすく話していただき
ました。参加者の感想では 、「医師から現場での
日本の医療の実態を具体的に聞けたことは、とて
も勉強になった。」「日本の国民皆保険は、とても
大事だということがわかった。」「社会保障の改悪
が、戦争法と通じていることがよくわかった 。」
などの声が寄せられました。
今後の川越社保協の取り組みでは、社会保障の
充実のためには、平和があってこそ成り立つので
戦争法廃止の為にどのように取り組んでいくか運
営委員会で決めていくことになりました。
(川越社会保障推進協議会事務局長 守屋 裕子)
埼玉社保協 第２４回総会
とき １２月１９日（土） １０時～１６時
場所 ときわ会館５Ｆ・大ホール（さいたま市役所側）
午前・講演 立教大学教授 芝田 英昭さん
「平和・憲法・いのちを守ろう
安倍政権の社会保障戦略からの決別」
午後 総会
お弁当を希望の方に注文をとります(1000円)
詳細はチラシをご覧下さい。 （チラシは、埼玉社
保協ホームページに掲載します）
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晴天の下、埼玉障害者まつりに五千人！
さいたま市・障害者交流センター

夏に逆戻りしたかのような強い日差しと晴天に恵
まれた中、第36回埼玉障害者まつりが10月4日、さ
いたま市の県障害者交流センターで開かれました。
開会を知らせる花火を合図に、浦和見沼太鼓の乱
れ打ちで始まった屋外の特設ステージでは、ベリ―
ダンスや朝鮮舞踊、フォークバンド、車いすダンス
などが次々と披露され、蕨市に拠点を置く女子プロ
レス「アイスリボン」の選手たちがリングに登場し、
プロレスのルール解説とともに熱い闘いが繰り広げ
られ、プロレス目当てのファンも目立ちました。
周囲を取り囲むように模擬店が立ち並び、例年よ
り親子連れが多く、この日のために確保した会場か
ら離れた臨時駐車場も午前中に埋まり、5,000人を
上回る参加で賑わいました。
室内では、うたごえを中心にしたミニステージで
盛り上がり、パネルシアターや人形劇、紙芝居の名
せりふが響きました。
ホールでは、実行委員会のテーマ企画として、障
害者が安心して生活できる場をどう保障していく
か、の討論集会がありました。参加した重度の障害
児のお母さんは 、「他県と人口で比べると圧倒的に
住まいの場が足りないと聞いて暗くなりました。私
の体力が、そう長くはもちません。なんとか施設整
備に力を入れてほしい」という発言がありました。
「今こそ手をつなぎ、安心できる暮らしを！－戦
後70年、戦争をしない、させない 平和な社会を！！
－」が今回のテーマです。二階では、戦後70年を検
証する企画があり、ナチスドイツのガス室でのユダ
ヤ人大量虐殺は、その前に障害者で実験を繰り返さ
れていたという史実の放映会があり 、「こんなこと
初めて知った 」「戦争で最初に犠牲になるのは障害
者なんだ。戦争なんか絶対ダメ！」などの感想が寄
せられました。

トイレは依然として不足
放課後児童クラブ

富士見市と懇談

10月15日、10時半から図書館２階視聴覚ホールにて、
保育課との懇談が行われました。保育課からは課長・副課
長・担当者の３名が出席。よくする会からは、会長をはじめ
放課後児童クラブ職員１４名を含めて２１名が参加しまし
た。
児童クラブでの生活実態を伝え、保育課に対して背景使
用者としての考えを伺いました。大規模クラブの実態とし
て、室内で80名前後の子どもたちが生活していくのは、運
営上の工夫だけでは補いきれないと訴えました。また、ダン
ボールで作成した子どもの型をもとに、クラブ全体の生活面
積を１人当たりのスペースで区切った写真を提示。86名の
受入数に対して71名分のスペースしか区切れず、１人当た
り1.65㎡という基準とクラブの実態がかけ離れていることを
示しました。
またトイレの後の手洗い場が少ないため長蛇の列が出来
てしまい、有効に時間が使えないという実態やトイレの数の
絶対数が足らず、基本的人権にもかかわる問題があること
を伝えました。保育課からはトイレの男女別化の改修工事
は行っているが、建物の構造上増設は出来ないと告げられ
ました。
指導員の処遇改善は、国の補助金の活用を積極的に行
うことが確認されましたが、具体的な数字は示されていませ
ん。
懇談の最後に会長から放課後児童クラブに対する市の
構えを伺いたいとの質問があり、課長からは「出来る限りの
ことはさせていただいている」との回答でした。残念なことに
に実施主体である市としての具体的な方向性や熱意は伝
わりにくいものでした。会としては、再度担当課に、クラブの
実態を見てもらい、責任を持って児童の生活を改善してい
くために、今後も懇談を重ねて要請しました。
（富士見市社会保障をよくする会 五十嵐 剛）

埼玉社保協 第１０３
第１０３回運営委員会
１０３回運営委員会
１２月７日（月）14時 さいたま共済会館505会議室

（障埼連

副会長

國松公造）
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