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－ 県民に寄り添った行政を求め －
埼玉県政要求共同行動、社会保障分野の会場に67人参加
帯の実態と入所施設を急いで増設してほしいと要望
する発言が続きました。介護では、事業所の人で不
足や報酬引き下げで経営が厳しくなっていること、
一方、保険料値上げや利用料負担がたいへんで、軽
減を求める発言がありました。
医療では、さいたま新都心で建設が進む県立小児
医療センター問題、国保の都道府県化や高すぎる保
険料引き下げ、看護師・医師不足の問題について多
くの発言がありました。
県からは、11月25日に回答書が届けられました。
各団体や地域社保協にお送りしました。今後の自治
体要請に活用しましょう。

今年は11月5日に埼佛会館で埼玉県政要求共同行
動が行われ、午前中の合同決起集会は21団体69人、
午後からの社会保障分野の懇談は21団体67人、県政
一般分野は13団体41人が出席されました。午前の合
同決起集会では、柳下県議の来賓挨拶のあと、障埼
連、さいたま市社保協、埼生連の各分野の代表6人
からの報
告と決意
が語られ
ました。
午後か
らの社会
保障分野
での懇談
では、生
活保護、子育て・保育、障害者福祉、介護、医療の
5つのそれぞれの分野からの発言で具体的に実情と
県民の願いが行政に届けられる懇談となりました。
生活保護では「窓口には、他に方法がなく本当に
困った状態の方が来られている」事を理解し、当事
者への配慮ある対応を求める発言や子育て・保育で
は新制度になっても公的責任を果たし、待機児童の
解消の努力を迫りました。障害者福祉では、高齢世

埼玉社保協第２４回総会
■日時

2015年12月19日(土) 受付9:30～

10時開会 16時閉会予定
■会場 さいたま市・ときわ会館5階大ホール
【午前の部10：00～】

「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」
立教大学教授 芝田 英昭さん
【午後】
総会
※お昼はご注文下さい。お弁当代 1000円
※お昼については、土日でもあり近隣の飲食
店が少ないので持参頂くかご注文下さい。
※お弁当について、当日のキャンセルはご遠
慮下さい。
お申し込みは、お名前、所属組織と連絡先、
お弁当の有無をお書き添えの上１２月８日(火)
までに埼玉社保協へＦＡＸ下さい。
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利用し、15人の相談員にご協力いただきました。昼
のNHKのニュース後、相談が入り全国で252件、うち
埼玉で12件対応しました。70代からの相談が多く、
40代、50代の家族からも相談がありました。

事業所の多くが減収に
介護保険学習シンポジウムを開催

11月１日、さいたま共済会館で、埼玉社保協主催
の「介護保険学習シンポジウム」が行われ46名の参
加がありました。シンポジウムは「これからどうな
る介護保険―介護報酬引き下げと地域支援事業など
介護保険制度改定を考えます」として、行われまし
た。
介護報酬は、2014年４月から平均でマイナス
2.27%の引き下げとなっており、事業形態で違いが
あるものの、ほとんどの事業者が報酬引き下げの影
響を受けているとの報告もあり、埼玉社保協では、
シンポジウムに先立ち影響調査をおこないました。
さいたま市内約750件の介護事業所に「介護報酬引
き下げにともなう影響アンケート」を郵送しました。
36事業所から回答をいただき、シンポジウム当日、
結果を報告しました。
学習シンポジウムは、さいたま市内介護事業者に
呼びかけ、10の介護事業所からの参加もありました。
一部は今年改定された介護保険制度について、埼玉
県福祉部高齢者福祉課齋藤宏之さんより報告いただ
きました。第２部で、今年の介護報酬引き下げの影
響調査をさいたま市でおこなった結果について、埼
玉社保協の川嶋事務局長から報告。続いて、和光市
の要支援1・2の方々のサポートを含む地域支援事業
について、熊谷二郎和光市議の報告、事業者・利用
者・労働者への影響について医療生協の原島清さん
にお話いただき、会場から発言をいただきました。
「度々の報酬改定の意味がよくわかりました」な
どの感想が寄せられた集会となりました。
（埼労連 舟橋 初恵）

介護・認知症なんでも無料電話相談会を開催
今年も「介護の日」の11月11日、中央社保協は全
国で「介護・認知症なんでも無料電話相談会」を実
施しました。
今回は初めて「認知症の人と家族の会埼玉県支部」
と共同の取り組みとなりました。埼玉社保協と「認
知症家族の会」の各事務所で合計4台の電話回線を

《介護・認知症なんでも電話相談に参加して》
11月11日、介護・認知症の電話相談がありました。
介護者の方の心の声をお聴きして、一歩前に踏み出
せる、ほっとできる。さらに、一緒に解決策を探し
てゆくお手伝いができればと思い参加しました。
介護をされている方は介護そのものの悩みに加
え、ご家族との関係、人間関係や経済的問題などさ
まざまな不安や葛藤を抱えていることが改めてわか
りました 。「今のままでは苦しい。毎日毎日の認知
症の介護は本当に大変で、介護保険制度だけでは家
族がつぶれてしまう。制度をかえるように国に訴え
てほしい 。」と話された内容が特に印象的でした。
すぐに解決できないもどかしさや、現状の介護保険
制度では解決できない問題への心苦しさなど様々な
ことを感じました。介護者の生活を守り、介護が必
要な方も幸せに暮らせるように、介護保険がよくな
る運動を続ける必要性を強く感じました 。「話して
楽になった」とおっしゃっていただいた相談もあり、
介護を一人で抱え込まない 、「話す場があること」
も大切なことであると感じました。
（ケアステーションうらしん 佐藤史子）

1･27社会保障新春学習決起集会
1･27社会保障新春学習決起集会
日時 1月27日(水) 18時30分開会(受付18時)
会場 浦和コミニティセンター・多目的ホール

講演「今年が正念場、憲法と
いのちを守るたたかい」(仮題）
講師 斉藤 貴男 氏（ジャーナリスト）
～参加費は無料です～
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25条大集会・生活保護アクションに4千人

「アベ政治を許さない」の書を掲げシュプレヒコｰル

この分野
この分野で
分野で初めての連帯
めての連帯したとりくみ
連帯したとりくみ

第21回

10月28日雲ひと
つ な い 快 晴 の下 、
日比谷野外音楽堂
に、埼玉から700
人、全体で4000人
が集い、生活保護
アクションin日比谷
・25条大集会が開
催されました。
集会開催趣旨にある、｢解釈改憲｣は憲法9条だけ
の問題ではなく、生存権保障をうたう憲法25条も骨抜
きにされつつあります」との実態が当事者の報告で伝
えられました。老齢加算廃止・撤回を求め立ち上がっ
た方、生活扶助費や加算の引下げ反対・裁判の原告
として闘う方々です。「誰もが社会から排除されること
なく、人間らしく生きることのできる社会保障制度を求
めて」生活保護受給者だけではなく、障害のある人も
ない人も、年金組合や、非正規労働者の方々とも、連
携した運動・世論づくりの第1歩が踏み出された瞬間
でした。

埼玉県高齢者大会

11月16日、北本市文化センターにて第21回埼玉県
高齢者大会が開催され、400人超が参加しました。
午前中の全体会では、俳人で「アベ政治を許さない」
の書をお書きになった金子兜太さんが記念講演をさ
れました。15年戦争中に青春時代を過ごした金子さん
は、戦争に反対することができなかった後悔を語ら
れ、今は女性たちが憲法９条の危機に厳しく対峙し、
男性もそれにつられてしっかりしてきていると評価され
ました。そして、９条デモの俳句を公民館だよりに掲載
することを拒否された女性が訴訟に立ち上がったこと
を紹介されました。講演の締めくくりに、参加者がそろ
って「アベ政治を許さない」の書を掲げ、シュプレヒコ
ールを行ないました。
午後の分科会は４つに分かれて行なわれました。うた
ごえの分科
会 で は、歌
手の太田真
季の指導で
大ホールに
歌声を響か
せました。
シンポジウム「高齢者の居場所」では、日本高齢者大
会事務局長の鐘ヶ江正志さんがコーディネーターを
務め、居場所づくりから高齢者の生きがいについて交
流しました。学習講演「医療と介護」では、ＮＰＯ法人
医療制度研究会副理事長の本田宏医師の講義を受
け、活発な意見交換が行なわれました。「平和・憲法
カフェ」では埼玉憲法会議の渡辺政成事務局次長が
講師を務め、グループ交流も行なわれました。いずれ
の分科会も盛況でした。
（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）

銀座の街に響いたシュプレヒコール。
国（政治家）は社会保障（生活保護）を守れ！
守らない政治家はいらないぞ！
実は開場前に誘導要員数名で地下鉄日比谷駅事
務所を尋ねました。目的は、車椅子の方のアクセスの
確認です。丁寧な対応でしたが、構内での案内は一
切ご遠慮願いたい、乗降者の目にふれては困る、と
言う一方的な態度でした。当日パンフも受け取っても
らえず、若者たちと一緒に追い出された格好でした。
おかげで気持ちが定まり、それぞれが工夫して、来場
者を迎えました。
先人たちが闘いと運動の中で勝ち取ってきた法律
や制度です。一番大変な状況で日々闘っている方々
の訴えを、働く人たちに届けたいと思いました。
（きょうされん埼玉支部事務局 石田）
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「マイナンバー学習会
マイナンバー学習会」
学習会」を開催
越谷市社会保障推進協議会

行田羽生地域社会保障をよくする会

11月14日、越谷社保協は、講演会と第8回総会
を開催しました。講演会には71名、総会には30名
が参加しました。講演会は本田宏氏の「医療問題、
特に医師問題」についての講演でした。
時に洒落を交えながらの講演に参加者はききい
りました。「埼玉県の医師数は全国最低、1万人不
足」をわかりやすく説明。また映画「シッコ」の
話、キューバ医療視察と先進性（「 弱気を助け強
気を挫く」思想 ）、イギリスなど先進国の医療費
負担の問題（無料）と日本の現状の比較、渋沢栄
一と「官尊民卑」の思想などにも話が及びました。
いかにして日本の医療を再生していくかについて
講演は続きました。医師問題については「警鐘」
を鳴らし続けてきたが、政府や医療界、マスコミ
も問題にしてこなかった。そこに今日の問題があ
る。このような中で自らがその情報の発信者とし
て役割を担うという決意をしたことが語られた。
はじめて講演を聞いた方は 、「医師問題がこんな
に深刻とは思わなかった、原因がどこにあり、問
題を堂々議論しない隠ぺい体質にも憤慨した。い
い機会をいただいて大変勉強になった」との感想
が寄せられました。
第二部の総会は、1年間の活動のまとめと方針
など議論しました。国の医療介護改悪に反対する
取り組みを引き続き強化すること、国保や介護な
どで市に対する交渉、懇談を要望、提案も含めて
行っていくこと、学習会、講演会など他団体とも
協働して行っていくこと、それを大きく市民にア
ピールしていくためにも個人会員の組織の拡大強
化をはかる必要があることなどを議論し、確認し
ました。新役員体制を承認して総会を終えました。
（越谷市社会保障推進協議会 会長 斎藤 裕）

11月10日、行田羽生地域社保協運営委員会の会
議を利用して、小石治男特定社労士を講師に「マ
イナンバー学習会」を開催し、約20名が参加しま
した。
そもそもの経緯から話が始まり、アメリカや韓
国のマインバーの問題点、今の日本の現状でも「年
金の流出問題」
「郵便局員の宅配偽装」などから、
不安感が高まりました。
マイナンバー制度が国の経済成長戦略と位置付
けされているため、そこに群がる大手５社の儲け
話もあり 、「財政が厳しいと社会保障は削られな
がら、軍事費は上がり、ここにも大きな金が動い
ている 」「国や自治体が新しい事を行う場合は、
大きな金額がかかる」事も、改めて認識しました。
仲間からは「大手は儲かるからいいが、中小企
業は設備投資が大変だ 」「各政党の見解が知りた
い」「通知カードを無くしたらどうするの？」「障
害者施設は給付にも係る問題だ。本当に難しいし
面倒くさい」など、途切れないほどの質問や感想
が出されました。
その後の運営委員会でも、
「また学習会が必要」
「学習会を通して我々だけでも認識を一致するこ
とも必要だ」など、今後も“知を力”に活かせる
ような前向きな感想が出されました。
尚、次回（12/17）の運営委員会では、「医療と
介護の学習会」を予定しています。

（行田羽生地域社会保障を良くする会
事務局長 田村 治夫）
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