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２０２１年度第６５回全国総会方針 
２０２１年７月１０日 Web 会議 

コロナ危機を克服し、社会保障解体攻撃に対抗する「人

権としての社会保障制度」の運動推進を 

～「社会保障拡充」要求実現へ、政治転換を求める世論構築を 

～地域・住民要求実現へ社保協の旗を全国津々浦々に  

（はじめに） 

 新型コロナウイルス感染拡大の下、安倍首相から菅首相へと引き継がれた自

公政権では、国民のいのちと暮らしも、営業と経済も守れないということが明

らかになりました。感染拡大収束よりも経済活動を優先し、第４波の感染拡大

を招き、新自由主義路線推進で効率最優先の医療・社会保障削減策が推し進め

られています。 

コロナ禍が長引き、医療・介護事業所をはじめ保育・福祉関連施設の経営も

悪化し、そこではたらく労働者の心身の疲弊も極限に達しています。さらに、

菅政権、小池都知事がコロナ禍のもとで国民の命と健康をかえりみず、東京五

輪・パラリンピックにつき進んでいることに大きな批判がわきおこっていま

す。７月４日の東京都議選の結果にも、政治不信の強い民意が示されました。 

政治を変えない限り、コロナ禍を克服できないばかりでなく、今後ますます

国民のいのちと健康が危険にさらされることになるとの確信と、自公政権に対

する怒りと現場への支援の声は大きく広がっています。 

五輪開催の強行姿勢に「＃看護師の五輪派遣困ります」のツイートや「東京

五輪の開催中止を求めるオンライン署名」は、４０万、５０万という規模で広

がりました。 

全労連、中央社保協、医団連、医療三単産で共同した「安全・安心の医療・

介護の実現と国民のいのちと健康を守るための国会請願署名（いのち署名）」

は、署名数も、地方議会採択数も、賛同・紹介の国会議員数も、近年にない大

きな集約数の峰を築き、運動の広がりを作りました。７５歳以上窓口負担２倍

化法の廃案を求めるたたかいでは、１０５万筆を超える署名を積み上げ、高齢

者の声、要求、実態を明らかにしてきました。 

コロナ禍から、いのちと暮らし、仕事まもれの世論が高まり、社会保障に対
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する受け止め、意識も変わっていく中、社会保障拡充の要求を掲げ、地域で運

動を展開する社保協運動の役割は、ますます高まっています。 

一方で、コロナ禍の下、これまでの医療・介護をはじめとした社会保障削

減・抑制路線の誤りが明らかになったにもかかわらず、通常国会では、病床削

減促進法、高齢者の窓口負担２倍化法、デジタル庁関連法などの悪法が強行さ

れ、医療をはじめとした社会保障抑制・削減策を財界・大企業の欲求そのまま

の暴走を加速しています。 

これらの悪法の具体化を許さず困難な状況を打開する共同と連帯を広げ、政

府の「全世代型社会保障政策」に対抗し、「人権」としての社会保障構築の運

動強化を図りましょう。 

コロナ禍の中奮闘する現場、地域の声を集め、地域住民に訴え、世論を動か

し、国民生活を守ることを最優先に考える政治への転換を目指します。総選挙

は絶好のチャンスであり、「選挙で審判を下して、医療破壊をとめよう」「憲法

が生きる社会を、選挙で実現しよう」などの世論を大きく広げましょう。 

 

今総会では、運動推進のための２０２１年度中央社保協運動方針とともに、

２０２１年度の役員、予算案を確認します。 

 

（運動の基調） 

①「自助・共助・公助」論、自己責任を前面に打ち出す「全世代型社会保

障」政策のねらいを明らかにし、憲法を活かし、社会保障の拡充を求める政治

への転換を求める世論構築の共同を推進します。 

 

②「社会保障・社会福祉は国の責任で」「社会保障財源の確保」等を掲げ

て、社会保障拡充を求める共同行動を推進します。 

同時に、地域医療の課題をはじめ、地域からの共同推進に、中央団体、共同

組織、ならびに社保協ブロック、県・地域社保協と意見交換、協議を強めま

す。 

 

③社会保障の大改悪阻止、安全・安心の医療・介護・福祉の実現、災害復興、

原発ゼロ、核兵器廃絶など国民共同の課題について、新自由主義に代わる経済

政策が求められていることを強く訴え、国民的な大闘争に結集します。 

 

 ④「いのちと暮らし守る」運動を、住民の実態と怒りの可視化、声、要求の

集約、地域からの運動推進のため、地域社保協結成、再建、強化を、社保協加
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盟組織の総力を結集させて奮闘します。 

 

（情勢の特徴） 

（１）新型コロナ」感染拡大での日本を取り巻く状況 

 ①医療・介護・福祉現場の逼迫、国民生活の苦難に応えず 

医療費抑制政策、患者自己負担増、病床削減や病院の統廃合等、医療・介護・

福祉の市場化・産業化をはじめ、政府が社会保障削減・抑制策にまい進する中、

新型コロナ禍で、病床数・保健所体制の脆弱等、医療をはじめとした社会保障体

制の脆弱性、不足が露になりました。菅政権は、感染拡大に伴い、場当たり的に

緊急事態宣言の発令・解除・延長を繰り返すのみで、抜本的な感染の抑え込み対

策とはなっていません。医療・介護・福祉現場の逼迫、国民生活の苦難には応え

ず、いまだにオリンピック開催を強行しようとしています。 

現在、国内の感染確認者数は、８０３．４９２人、死亡者数は１４．８２４人

となっています。（７月３日現在）   

 

②脆弱な PCR検査の拡充、ワクチン接種等の態勢確立を 

PCR検査体制確立の必要性は、医療関係団体をはじめとして国に対しての要求

が集中しました。実施計画を 2021年 2月 4日に事務連絡で通知、緊急事態宣言

下の 10 都道府県及び政令市や中核市を含めた 39 自治体で、感染者が判明して

いない場合でも、高齢者施設の職員などを対象にした実施計画が策定されまし

た。 

しかし、定期的な検査の実施については「感染状況に応じて」などと後ろ向き

な姿勢で、検査費用も半分を自治体負担とし、ワクチン接種についてもワクチン

の数が足らない事態となっています。感染対策の基本的な取り組み、体制確立を

同時並行に進めることが必要です。 

 

③新型コロナ対応の特別措置法改定、感染症法特措法改定 

 新型コロナ対応の改定特別措置法、改定感染症法が 2月 13日に施行され、緊

急事態宣言のもとで事業者や国民を罰則で行政の命令に従わせる規定が設けら

れました。同時に、「まん延防止等重点措置」が設定され、緊急事態宣言が出て

いない段階でも罰則を科すことが可能となりました。改定された感染症法では

入院措置や疫学調査に応じない人に行政罰として過料を科すことができるよう

になります。 

 また、民間医療機関に対して、厚労大臣や都道府県知事がコロナ患者の受け入
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れを勧告し、従わない場合には、医療機関名を公表するとし、営業自粛などの要

請に応じない事業者に知事が命令を出し、従わない場合罰金を科すことも可能

となりました。 

営業自粛や時短要請しているにも関わらず、十分な保障がされていないこと

が問題であり、罰則の前に、事業者が経営を維持し、労働者の生活が保障できる

ようにすることが求められます。 

  

④オリンピックは中止を 

厳しいコロナ対応を迫られ、医療崩壊の病院や地域へ送り出され、患者のいの

ちと向き合っている医師、看護師らを、オリンピックにボランティア派遣させる

など、許せるものではありません。さらに、新型コロナ感染対応や夏場の熱中症

などの急変対応に、スムーズに対応できるかも疑問です。 

オリンピック期間中にもコロナ感染の拡大が懸念される中、オリンピック開

催に多くの医療従事者をはじめ、自治体、市民から批判の声があがっています。 

感染や熱中症の懸念がある中でのオリンピック・パラリンピックの「学校連携観

戦プログラム」についても、「公共交通機関に乗せて集団行動で競技場に連れて

行き、点呼や所持品検査などに何時間もかかる」などのリスクが指摘されていま

す。オリンピック・パラリンピックは中止すべきであり、国民のいのちと健康を

脅かす事態を広げないことを第一に考えた対応が求められています。 

 

（２）国民・労働者の願いに反する財界主導の２０２１骨太方針 

①２０２１骨太方針のねらい 

菅首相は「自助、共助、公助」をスローガンに掲げ、憲法改正やアベノミクス

の推進を公言していますが、収束の見通しがたたない新型コロナの感染拡大の

中で、国民にさらなる「自助」「自己責任」を迫っています。 

菅義偉内閣が同政権で初めてとなる２０２１年の「経済財政運営と改革の基

本方針」（骨太の方針）では、社会保障の削減を続ける方針を示し、大企業の要

求に沿う「デジタル化」やカジノ推進を掲げました。コロナ危機に便乗して「こ

れまで進められなかった課題を一気に進めるチャンスが到来している」と記し

ています。 

「骨太の方針」は次年度の政府予算案に反映され、政府と財界代表らで構成す

る経済財政諮問会議が作成。財界の要求が最優先される仕組みとなっています。 

２０２１骨太方針は、「団塊の世代」が２２年度から７５歳以上になり始める

として、「給付と負担のバランス」の名で社会保障費のさらなる削減を打ち出し

ました。政府はすでに１６～２１年度の６年間で社会保障費の伸びを合計８３
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００億円削減しました。「その方針を継続する」として高齢化などによる自然増

分を削り込む姿勢を示しました。 

「感染症対応の医療提供体制を強化」との文言はありますが、コロナ危機で顕

在化した医療の弱体化への反省はありません。病床削減を図る「地域医療構想」

や、都道府県の医療費削減を促す「医療費適正化計画」を推進するとしています。

通常国会では「高齢者医療費２倍化法」と「病床削減推進法」を成立させ、さら

に推進させることに拍車をかける方針となっています。 

国民の暮らしについては「コロナ禍が格差の拡大・固定化につながらないよう、

目配りの効いた政策運営を行っていく」としています。しかし菅政権は格差、貧

困に苦しんでいる人たちには手を差し伸べようとしません。持続化給付金、家賃

支援給付金を１回で打ち切り、生活困窮者への支援にも消極的です。 

骨太方針は「賃上げを通じた経済の底上げ」に言及し、最低賃金の引き上げが

不可欠と述べました。「より早期に全国加重平均１０００円」をめざすとしてい

ますが、いつまでに実現するかは明らかにしていません。全国一律制や大幅引き

上げに踏み出さなければ、消費や経済を底上げする力になりません。 

「新たな成長」の柱に掲げたのが「官民挙げたデジタル化の加速」です。マイ

ナンバーカードを２２年度末までに全国民に行き渡らせる方針です。健康保険

証、運転免許証との一体化に取り組むとしています。菅政権が進める「デジタル

化」は、大企業のもうけのために個人データの利活用を広げる政策にほかなりま

せん。個人情報の保護をはじめ権利を守る法規制をなおざりにすることは断じ

て許されません。 

骨太方針は、日本経済が世界から立ち遅れていることに危機感を表明しまし

た。日本が１９９０年代から低迷し続けている最大の原因は３度にわたる消費

税増税や賃金抑制により国民や中小企業が疲弊していることにあります。 

「ポストコロナの持続的な成長」をはかるために必要なのは、大企業を優遇す

る政治から国民の暮らしをなによりも優先する政治への転換です。 

 

②財政審の「建議」～国保改革の徹底を 

財務省の財政制度審議会は、５月に「財政健全化に向けた建議」をまとめ、社

会保障関係費を抑制する必要性を強調。さらに、医療費適正化に向けて、1.後期

高齢者医療制度の更なる見直し、2.医療費適正化計画のあり方の見直し、3.国保

改革の徹底（法定外繰り入れの解消や保険料の統一の加速化）、4.生活保護受給

者の国保等の加入が必要とし、更なる改悪を露骨に示しています。 

 

（３）憲法・平和等をめぐる情勢 
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①新型コロナを利用する「改憲・発議は」許されない 

菅首相は、「現行憲法も制定から 70年余り経過し、時代にそぐわない部分、不

足している部分は改正していくべき」と、新型コロナでの国民感情を利用し、「緊

急時に国民の命と安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たすか、憲

法にどう位置づけるかは極めて重い」と述べ、憲法審査会での改憲議論と国民投

票法改正の成立を目指しました。憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案

は６月１１日、参院本会議で自民党、公明党、立憲民主党などの賛成多数で可決、

成立しました。 

新型コロナを利用して「戦争への道」に突き進む「改憲・発議」は、決して許

されるものではありません。 

 

②学術会議人事に介入し安保法批判の科学者ら数人を任命から除外 

日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した会員候補のうち 6 人を菅

首相が任命しませんでした。推薦者が任命されなかったことは過去に例があり

ません。任命されなかった科学者の中には安保法制や共謀罪を批判してきた人

が含まれており、菅首相による恣意的な人事介入であり、憲法 23条の「学問の

自由」に介入する首相の姿勢が厳しく問われています。 

 

③安保法制＝戦争法施行５年 

３月に安保法制＝戦争法施行５年となり、その危険性がますますあらわにな

っています。安保法制は、自衛隊の海外での武力行使を可能にするために、1)「戦

闘地域」での米軍などへの兵たん活動の拡大、2)戦乱が続く地域での治安活動、

3)地球のどこでも米軍を守るための武器使用、4)集団的自衛権行使―が盛り込

まれていることなどが指摘されています。 

安保法制運用の具体化に伴い、自衛隊が米艦艇・航空機を守る武器等防護が２

０１７年の２回から２０２０年は２５回へと急増しています。日米共同演習の

増加や規模拡大、中東やアフリカへの新たな自衛隊派兵も強行され、日米の軍事

一体化が急速に進んでいる状況です。 

改めて集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、憲法違反の安保法制＝戦

争法の廃止が求められています。 

 

④民意に反する辺野古新基地建設に固執する政府 

辺野古新基地建設をめぐっては、沖縄県民投票等で建設反対の民意が示され

ています。にもかかわらず、菅政権も辺野古の海への土砂投入を強行し続けてい

ます。 

埋め立て工事の契約金額は２０２０年９月現在で４２６億円と、当初の契約
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額の１．６倍に膨らみ、警備費用も、５０８億円にのぼっています。新基地建設

に反対する県民の運動に対する監視・弾圧に 1 日あたり約２２１７万円の巨額

の税金が注ぎ込まれています。 

菅政権が、沖縄戦戦没者の遺骨が今も収集されている本島南部の土砂を埋め

立てに使うことに、地域住民からの多くの抗議の声が上がり、沖縄県議会は、遺

骨が混入した土砂を埋め立てに使用しないこと、日本政府が主体となって遺骨

収集を実施することを求め、沖縄の土砂は埋立てに使わないことを全会一致で

決議しました。 

 

⑤国民を監視し、基本的人権を踏みにじる「土地利用規制法案」は許されない 

土地利用規制法案は、米軍基地や自衛隊基地、原発など「重要施設」の周囲 1

キロの土地や国境離島を「注視区域」に首相が指定し、特に重要とみなすものを

「特別注視区域」にするとしています。 政府は、「注視区域」内にある土地・建

物の所有者や賃借人などの情報を集め、必要なら利用状況に関する報告を求め

ることができるとして、利用中止の勧告・命令に応じない場合、懲役（２年以下）

または罰金（２００万円以下）が科されます。 

「戦争できる国づくり」のための特定秘密保護法、共謀罪法などとともに、安

保法制（戦争法）と一体のものです。法案撤回の運動強化が求められます。 

 

⑥「核兵器禁止条約」が発効、核兵器のない世界実現へ 

２０１７年に国連で採択された核兵器禁止条約は２０２０年１０月２５日、

批准国数が発効に必要な５０か国に達し、２０２１年１月２２日に発効しまし

た。禁止条約発効によって、核兵器は道義的に許されないだけでなく、史上初め

て違法化されることになります。禁止条約への国際的支持は広がり続け、２０２

０年の国連総会では、各国に条約への参加を訴えた決議を１３０カ国の賛成で

採択されました。２０２２年１月には第１回締約国会議が予定されています。 

この世界の流れは日本国内でも広がり、署名・批准を求める意見書を採択した

自治体は５６０に達しています。日本政府は、被爆国でありながら、「核兵器の

ない世界」をめざす国際的流れを妨害し、核兵器禁止条約に反対してきました。 

 また、東京電力福島原発事故処理で発生している、放射性物質トリチウムを含

む処理水の海洋放出方針を決め、この点でも被爆国としての姿勢が問われてい

ます。 

 

（４）政治・経済をめぐる情勢  

①職場、地域、住民のいのちを軽視する菅政権の姿勢を鮮明にした第 204 通
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常国会 

 緊急事態宣言下の１月１８日に開会し、６月１８日に閉会した第２０４通常

国会は、コロナ対応をはじめ国会で議論すべき重要課題は積み残されたまま、と

りわけコロナ禍での東京五輪開催に固執する一方で、開催中にコロナ緊急対応

が必要になることも想定されるのに、野党からの会期延長要求を拒み国会を閉

じました。許しがたい責任放棄です。菅首相は施政方針演説や、その後の国会答

弁でも、オリンピック開催の具体的基準は示さず、ただ「安全・安心の開催」を

繰り返すのみでした。感染拡大はとまることなく、各地で医療ひっ迫の危機的事

態を招き、求められる対策を怠った菅政権の失政に他なりません。 

 科学的な「封じ込め」戦略の欠如によるＰＣＲ検査やワクチン接種の立ち遅れ

が今の深刻な事態を招いており、「Ｇｏ Ｔｏ事業」続行にこだわったことが感

染拡大「第３波」を招きましたが、その失敗を反省せず、次の対策に生かそうと

もしていません。 

 繰り返される休業・時短要請で苦境に立つ中小業者への持続化給付金や家賃

支援給付金も１回で打ち切られたままで、医療機関への減収補填（ほてん）も不

十分なままです。コロナ対策に「自己責任」論を持ち込んだことは到底許されま

せん。 

 国民に長期にわたり我慢と苦難を強いながら、感染リスクを拡大する五輪開

催を強行する菅内閣の姿勢は、国民のいのちを軽んじる現れです。 

 

②９年連続の防衛費増 

２０２１年度政府予算案の軍事費（防衛費）は、９年連続増額で過去最大の５

兆４８９８億円にのぼり、７年連続で過去最大の更新となります。新型コロナの

感染拡大で国民生活が危機的な状況にもかかわらず、安倍政権を継承する菅政

権は、コロナ禍に苦しむ国民生活には不十分な支援しかせず憲法違反の軍拡路

線を突きすすむことは許されません。 

 

③コロナ禍だからこそ消費税減税は緊急の課題 

消費税導入後３１年間で、法人３税の減収累計額は２９８兆円、所得税・住民

税の減収累計額は２７５兆円で、消費税収が大企業・富裕層減税の穴埋めと、労

働者の収入減などにより減った税収の穴埋めに充てられてきました。その結果、

２０１９年度の大企業の内部留保は、４５９兆円（前年度比１０兆円増）に膨ら

み、消費税１０％への増税により、１世帯あたりの実質消費支出は年２０万円も

落ち込みました。実質賃金は年１５万円も落ち込んだままです。１０％にとどま

らない更なる消費税率アップも目論まれています。 

新型コロナ禍の下、世界６０ヵ国で消費税（付加価値税）が減税されています
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（７月７日現在）。イギリスは飲食や観光業に対して２０％から５％に、マレー

シアは観光やホテルサービスについて６％から０％に減税しています。レスト

ランやカフェでの食事の標準税率を１９％から１６％に引き下げたドイツでは、

さらに軽減税率を５％にまで減税しています。コロンビアは８％の付加価値税

を免税し、オーストリアでは１０％から５％に引き下げています。ウクライナは

文化イベントについて２０％から０％に減税、ウズベキスタンは私立美術館に

ついて税率を半減、チェコはスポーツや文化イベントで１５％から１０％に、コ

スタリカはライブや文化活動で１３％から７％に引き下げています。イタリア

やフランス、スペインなどでは医療用品について減免しています。 

また、アメリカ、イギリス、カナダでは、富裕層・大企業の法人税率を引き上

げ、コロナ対策や公平な負担を求める税制改革を進めようとしています。 

消費税増税のねらいと実態を明らかにし、消費税増税反対の世論構築、消費税

頼みの不公平、不公正な財政運営を見直し、消費税率の引き下げ（少なくとも 5％

へ）が緊急の課題となっています。 

 

④２０２０年度 GDP戦後最悪の落ち込み 

２０２１年５月１８日、内閣府が発表した２０年度の実質 GDP（国内総生産）

は、前年度比マイナス４．６％で２年連続のマイナス成長となり戦後最悪の落ち

込みとなりました。 

また、２０２１年１月～３月期の GDPは、実質前期比マイナス１．３％、年率

換算ではマイナス５．１％と速報値を発表しました。２０年度の個人消費は、マ

イナス６．０％となっています。東京商工リサーチによると５月１７日現在、新

型コロナに起因する経営破綻（負債１,０００万円以上）は、１,４００件に達し

ています。負債１,０００万円未満を含めると１,４７２件となります。 

コロナ禍は 1 年以上、日本経済をむしばんでいる一方で、コロナ禍に対応し

た財政・金融政策が株高をもたらし、株高を背景に日本企業の純利益は過去最高

の４兆９，８７９億円を計上しています。 

 

⑤RCEPなどさらなる自由貿易協定拡大のうごき 

TPP11（環太平洋経済連携協定）は２０１８年１２月３０日、日欧 EPA（日本

と欧州連合（EU）の経済連携協定）は２０１９年２月１日に発効されました。 

 第２０４通常国会の４月２８日に RCEP（アジア包括的経済連携協定）が承認

されました。この RCEPは、自動車をはじめ工業製品や農産品の関税撤廃、電子

商取引、知的財産権の保護ルールなど幅広い分野を対象とし、特に日本の野菜・

果物の生産を直撃します。 

これまでの主食・主菜の輸入依存政策によって、日本の自給率は３８％まで低
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下しています。菅政権は、RCEP 妥結でアメリカの TPP への復帰を狙っており、

アメリカがこの TPPに復帰するとなれば、医薬品特許の延長・農産物（特に米、

牛肉、乳製品）などの更なる自由化につながり、多くの問題が生じかねません。 

 

（５）国民生活、労働者をめぐる情勢  

①広がる貧困と格差、学生・若年層にも影響  

安倍政権の７年８カ月がすすめた経済政策「アベノミクス」によって、日銀や

年金基金を動員しての株高・円安で、大企業と富裕層は荒稼ぎをしている一方で、

労働者・国民との格差は広がるばかりです。２０１９年の年収２００万円以下の

労働者は、非正規雇用を中心に１２００万人（２２．８％）にのぼり、１４年連

続して１０００万人を超えて推移しています。この間、「結婚の壁」といわれる

年収３００万円以下の労働者が増えたのに対して、５００万円以上の「中間層」

の減少が目立っています。 

「国民生活基礎調査 2019年版」によると、子どもの貧困率は１３．５5（約７

人に１人）と、依然として高水準のままとなっています。学用品代や給食費など

就学援助利用生は１３７万人で、全体の１４．７％です。また、若年介護者（１

５～２９歳）は２１万１００人と推計されています。発達・成長の過程にある子

どもの貧困は、次世代に貧困が引き継がれる危険をつくりだすものです。 

 

 ②生活保護利用者の状況 

生活保護利用者は２０２０年６月時点で２０６万人、世帯数は１６４万世帯

と高水準で、補足率は２割程度となっています。金融広報中央委員会の調査では、

「貯蓄なし」世帯は「単身」で３８％、「２人以上」で２４％に達しており、国

民生活にゆとりがありません。 

一方、富裕層は、１００万ドル（約 1億９００万円）以上の金融資産を保有す

る人は、日本では３０３万人（２０１９年度）、アメリカ・中国に次ぐ世界第３

位となっています。 

子どもや高齢者の貧困とともに、数百万円の奨学金返済を負わされ社会に出

る若者、ダブル・トリプルワークでやっと生活を維持している人など、貧困は全

世代に拡大し深刻です。 

 

③コロナ禍による労働者への影響 

コロナ禍の下、解雇や雇止めになった労働者数は拡大し、労働者への影響が、

自殺者数の増加や子供たちの進学などに、負の影響を及ぼしています。医療・福

祉業においても、医師や看護師以外の職種での雇用調整の動きがみられていま
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す。 

新型コロナ関連の失業は、非正規労働者、女性、若者、低所得者などに集中し、

特に女性への影響は深刻で、２０２０年４月以降の７カ月間に、解雇雇止め、自

発離職、休業などの雇用状況に変化のあった女性は４人に１人で、男性の１．４

倍となっています。女性が多く勤める飲食、宿泊、娯楽など対人サービス業種に

大きな影響がありました。 

また、休業を強いられた女性の割合は、労働者全体で男性の７倍です。休業を

余儀なくされている自営業者に対する支援金の支給は、数カ月後にしか支給さ

れず営業・生活困窮が顕著となっています。 

大学進学が一般世帯では８割に対して生活保護世帯は３割という教育格差や

高学費の問題と同時に、就職時に多額な奨学金返済を余儀なくせざるを得ない

状況などの改善も求められています。 

 

④最低賃金をめぐるうごき 

２０２０年度地域別最低賃金が確定しましたが、政府が示した方針で中央最

低賃金審議会は目安額を示しませんでした。目安額が示されなかったのは２０

０２年以来ですが、４０県（８５．１％）が引き上げを決定、最低賃金の引き上

げと地域間格差の是正を求める地方の切実な声が示されたものといえます。 

２０２１年１月の経労委報告は、最低賃金について、コロナ禍で中小企業の経

営難を口実に抑制を強調し、徹底した賃金の抑え込みを求めています。５月１４

日、政府は経済諮問会議で、「２１年度の最低賃金を３％以上引き上げることを

求め、全国平均で時給１０００円の早期達成を目指す」としています。 

 日本の最低賃金の水準は低く、憲法２５条が求める「健康で文化的な最低限度

の生活」を保障する」水準からは大きくかけ離れています。全労連の「最低生計

費試算調査」によれば、現在の最低賃金の水準では最低限度の生活が行えないこ

と、生計費に地域間格差が存在しないことを実証してきています。「全国一律最

低賃金制度」の早期実現をめざす運動の推進が求められています。 

 

⑤東日本大震災・福島第一原発事故から１０年、原発ゼロ、再稼働反対、再生

可能エネルギーへの転換 

東日本大震災・福島第一原発事故から 10年となりましたが、今も、災害住宅

に入居する被災者の生活は引き続き困窮しており、医療費支援や生活支援の継

続が必要です。    

２０２０年１２月に菅政権は、新型原発の開発も行うとした「グリーン成長戦

略」を決定しました。温暖化対策を口実に原発永続化を目論むものです。福島原

発事故の被害の重大さや、10 年たった現在も多くの住民がふるさとに戻ること
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ができない現実の前に、環境問題を原発推進に利用することなど許されるもの

ではありません。 

エネルギー基本計画の策定にあたり、「資源エネルギーの安定供給」について

菅政権が表明した２０５０年のカーボンニュートラルの実現は、ＩＥＡ（国際エ

ネルギー機関）の調査で「新設の原子力は太陽光や洋上風力に比べてコスト面で

劣る」とされており、原発ゼロでの実現が求められます。 

 

⑥デジタル化推進、国が個人情報を管理するマイナンバー制度 

デジタル庁の設置法案含むデジタル関連法案（６本）が、今国会で成立しまし

た。デジタル庁の発足は９月で、首相をトップとする内閣直属の組織として、他

府庁への勧告権など強力な総合調整機能を持つとされています。国が行う情報

システムの整備・管理事業の統括管理、予算の一括計上を行い、地方共通のデジ

タル基盤の整備、マイナンバー、データの利活用などの業務も強力に推進すると

され、特に、企業による利活用が懸念されています。 

しかし、個人情報保護の分野で先進的な役割を果たしてきた自治体の役割が

無効化されることが懸念され、情報主体としての個人の権利を確立することこ

そが重要です。 

マイナンバーと、健康保険証や運転免許証などを一体化する政策も押し進め

られています。健康保険証の継続と保険証でもひきつづき受診できることを呼

び掛けていことが求められます。医師などの国家資格のマイナンバー利用も狙

われています。 

共謀罪の新設など、これまで着々と作り上げられてきた国による監視社会の

強化にもつながります。個人情報が集められ、利活用されることも問題ですが、

収集されることで、自由な発言や政治活動などの制約が可能になる恐れがあり

ます。 

 

⑦人権侵害を拡大する「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

案」（入管法改正案）通常国会での成立を断念 

 通常国会での成立が狙われた「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正す

る法律案」（入管法改正案）は、移住者の難民申請を 2回までに制限し、入管が

難民と認めないものの強制送還を可能とするものです。 

政府は、多くの批判の前に成立を断念しました。 

名古屋出入国管理局での収容女性死亡事件の全容究明を求める全国での取り

組みや、国会内では、強行採決を許さないため野党が共同し、国会前や各地で、

入管法改正案廃案の取組みが繰り広げられました。引き続き、人権尊重の取り組

み強化と、今後も国会への法案再提出を許さない運動の強化も求められます。 
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⑧真のジェンダー平等社会をつくる契機に 

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長の「女性を増やす場合

は発言時間の規制を促しておかないとなかなか終わらないので困る」などの発

言に、SNS上や街頭で、多くの女性たちの怒りが沸き起こりました。明らかな女

性蔑視、女性差別発言であり、「沈黙は容認すること」と、アスリートや男性た

ちからも意見表明が相次いで出され、組織委員会会長職の辞任に至りました。 

自民党は、国会への LGBT法案提出見送りを決定し、問題の解消に極めて消極

的な対応を継続させています。 

世界経済フォーラムが 2021年 3月 30日発表した 2021年版男女格差レポート

によると、日本は、156カ国中 120位で、G7では引き続き最下位です。遅れが目

立つのは政治分野で 147位に沈んでいます。教育分野では、前年の 61位から 92

位と低下。経済分野では 117位と、賃金格差の拡大が指摘されるなど、日本の取

り組みの遅れが際立っています。性別・経済的などあらゆる差別・人権侵害を許

さず、この間の意識変化を受け、すべての人の人権がまもられる真のジェンダー

平等社会をつくるとりくみの強化が求められます。 

 

⑨「建設アスベスト訴訟」最高裁が国・企業責任を認定 

2008 年以降、建設資材に含まれたアスベスト（石綿）を吸い込み、肺がんや

中皮種などの深刻な被害を受けた各地の元建設作業員・遺族が全国で 1,200 人

以上の原告として国と建材メーカーを訴え 33件の訴訟を行っています。このう

ち東京・神奈川・京都・大阪の 4訴訟について 2021年 5月 17日、最高裁は、国

と建材メーカーの責任を認める初の判断を示しました。判決は、国が「1975 年

にはアスベストを含む建材について肺がんや中皮種などの重篤な疾患を発症す

る危険があることを示すよう（事業者に）指導・監督すべきだった」「防じんマ

スクなどの保護具を使用させることを事業者に義務づけるべきだった」などと

判断。建材メーカーについては、発症の危険があることを建材に表示する義務が

あったのに怠ったと指摘。各社の共同不法行為を認め、「各社は連帯して損害賠

償を負う」と述べました。当初「労働者ではない」とされた個人事業主の一人親

方に対する国の責任も認めました。 

一方で、屋外作業者に対する国・企業の責任は否定しています。 

今回の判決を国・企業は真摯に受け止め、全国で係争中のすべてのアスベスト

訴訟を速やかに解決すべきです。 

 

（社会保障をめぐる情勢の特徴） 

 （１）継続される社会保障費削減・抑制政策 
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菅首相は「自助、共助、公助」をスローガンに、憲法改正やアベノミクスの推

進を公言しています。収束の見通しが全くたたない新型コロナの感染拡大の中

で、国民に「自助」や「自己責任」を迫ることは、政治の役割放棄でしかありま

せん。従来からの歴代政権による医療・社会保障削減策を継承し、さらに強行し

ようというものです。 

コロナ対策でおよそ６０兆円の税金が使われ、そのほとんどは国債で調達さ

れています。「社会保障費の見直しなしに、財政健全化なし」というスタンスが

継承され、社会保障費の削減・見直しが一段と強化されていくことは必至です。  

 

（２）地域医療構想のすすめ方をめぐる審議会議論 

社会保障審議会・医療部会は、同省の検討会がまとめた「新型コロナウイルス

感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方」について議

論し、地域医療構想について、新型コロナ感染症の拡大を踏まえ「立ち止まって

ほしい」という意見と、「着実に推進すべき」という双方の意見が出されました。 

厚労省は、医療計画に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、

感染拡大時の短期的な医療需要には医療計画に基づき機動的に対応するとして、

地域医療構想は基本的な枠組みを維持して着実に取り組みを進めるとする一方、

今後の工程は、この冬の感染状況を見ながらあらためて検討、設定するというも

のです。  

厚労省の案を受けて全国知事会は、「地域医療は逼迫している。中核を支えて

いるのが地域の公立・公的病院。この時期に地域医療構想を進めることがあるに

せよ、かつて言われていた再編整理のような議論は全く本末転倒」と主張。また、

感染症対応病床の確保に懸命で「病床を確保しようとしている病院に、再編整理

の話を持ちかけ調整するのはナンセンス」とも指摘し、今後の工程について「（地

域医療の実情を）よく考えていただきたい」と対応を求めました。 

一方で健保連は「新型コロナの感染拡大で厳しい状況だが、人口構造の変化な

ど構造的な問題は変わらない。地域医療構想は枠組みを維持して引き続き着実

に推進していくべき」と述べるなど、現行通りの推進を主張しました。 

地域医療構想を推し進める医療法等一部改正案は十分な審議もないまま、今

国会で成立しました。 

 

（３）地域医療構想と公立・公的病院の再検証問題 

地域医療構想と公立・公的病院の再検証問題について、政府は「基本的には、

方針は見直さない」とし、「地域医療構想に関するワーキンググループ」に、新

興感染症などの拡大時でも、地域医療構想については基本的な枠組み（病床必要

量の推計・考え方など）を維持し、着実に取り組みをすすめていくとの考えを示
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しました。 

厚生労働省は、地域医療構想の実現に向け、国による助言や集中的な支援を行

う「重点支援区域」の第３弾として、山形県の置賜区域と、岐阜県の東濃区域の

２県２区域を新たに選定。重点支援区域には、第１弾で宮城、滋賀、山口の３県

５区域、第２弾で北海道、新潟、兵庫、岡山、佐賀、熊本の６道県７区域が選ば

れており、合わせて１１道県１４区域になっています。重点支援区域を順次拡大

し、推進のテコにしていくとしています。 

２０２１年度予算において、新たな病床機能の再編支援について１９５億円 

(前年８４億円)が、地域医療介護総合確保基金として医療分１１７９億円が計上

されています。 

「個々の病院の病床数を適正化する取り組みに対する支援」に、計１５２医療

機関が申請し、３２道府県の１４０医療機関に対して約５１億円、「複数の病院

を統合する取り組みに対する支援」に５県の１２医療機関に対して約１０億円

の申請があっています。再編統合の検討を要請した４３６の公立・公的病院のう

ち２２病院が含まれています。 

各県予算で病床削減が明確になっているのは、茨城県、静岡県、鹿児島県、愛

知県、愛媛県の５県が運営委員会、ブロック会議などで確認されています。 

 

（４）２０２２年度早々に狙われる介護保険制度見直し 

コロナ禍のもと、高齢者施設でのクラスターが続発し、介護現場では先が見通

せない不安と緊張の日々が続いています。 

政府は、少子高齢化が進む中で、高齢分野への財政支出を増やすことなく、「制

度の持続可能性」維持の責任を国民に押し付け、利用者の費用負担を増やしサー

ビス削減を続け、その結果、利用者･家族の介護・生活困難が拡大、介護離職は

年間１０万人のまま高止まりし、介護殺人も後を絶たない状況です。 

介護事業所は、低く据え置かれてきた介護報酬のもとでの経営難にコロナ禍

が直撃し、大幅な減収に直面しています。 

２０２１年４月には介護報酬が０．７％引き上げられましたが、「焼け石に水」

であり、感染対策（期間限定の＋０．０５％）としてもまったく不十分なもので

す。 

介護従事者の賃金は全産業平均と比べ月９万円も低いまま、何年勤めても賃

金が上がらず、やりがいを感じながらも働き続けられず辞めていく職員は後を

絶ちません。政府は、見守り機器の導入などを条件に人員基準を緩和しましたが、

機械に介護はできません。介護の担い手がいなくなり、制度そのものが維持でき

なくなることが懸念されています。 

２０２２年早々から審議される次の介護保険制度見直しにむけ、要介護１、２
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の生活援助やデイサービスを総合事業に移すことや、利用料負担の原則 2割化、

ケアプランの有料化などを検討課題として、政府は、さらなるサービス削減を進

めようとしています。 

これ以上の負担増・サービス削減はぜったいに許されません。 

  

（５）医療・介護施設、事業所の実態 

支払基金・国保中央会の２０２０年４月～１２月診療分の対前年比を見てみ

ると、１０月のみが若干プラス（入院；１．６％、入院外０．８％）で、それ以

外はすべて減少しています。４月～１２月の９か月間で、入院は４３１６億円減、

入院外は６９３１億円減、歯科は４２６億円減となっています。顕著なのが第 1

波の２０年４月・５月で、入院６．５％・１０．１％減、入院外１４．１％・１

５．９％減、歯科１５．６％・１５．７％減とかなり落ち込んでいます。第４波

以降の状況はさらに落ち込みが予想されます。 

政府は「減収補填」を拒否しつつも、医療では、医療従事者への慰労金、感染

拡大防止等支援事業、とくに感染者（疑いを含む）を入院させた医療機関には入

院料の引き上げに加えて空床補填として予算規模で２兆数千億円の財政支援を

実施しました。しかし、コロナ非対応の医療機関への支援策は非常に少額であり、

持続化給付金、家賃補助は支援要件が減収５割以上など対象は限定されていま

す。支援交付金、助成金方式に対しては、医療機関だけでなく行政からも実務の

煩雑さ、支給の遅れなど批判が強まっています。 

 

東京商工リサーチの調査によると、２０２０年の「老人福祉・介護事業」倒産

は１１８件で過去最多に達しています。新型コロナ感染拡大で利用控えなどが

進み、経営が悪化した新型コロナ関連倒産も７件発生しています。業種別は、「訪

問介護事業」が５６件（構成比４７．４％）、次いで、デイサービスなどの「通

所・短期入所介護事業」の３８件（同３２．２％）で、前年から１８．７％増加

しています。大手企業との利用者の獲得競争が激しく、倒産増加の一因にもなっ

ています。 

 

（６）医療・介護・保育・福祉等エッセンシャルワーカーの実態 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、病床がひっ迫する医療機関や重症

化リスクの高い介護事業所などの福祉施設でギリギリの状態が続いてきました。

クラスター―が頻発するなかでも、医療や福祉現場を支える労働者は社会生活

の維持に欠かせないエッセンシャルワーカーとして、感染しない・させない緊張

感と負担感を抱えながら業務にあたってきました。 

長引く医療・介護経営の悪化は、働く医療・介護労働者への影響も深刻さを増
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し、年間一時金では４５．６％の医療機関や介護施設で昨年よりも一時金が引き

下げられました。 

医療・介護事業所の職員に対する国からの慰労金は、１人５万円（陽性者・濃

厚接触者が出た事業所には２０万円）が１回支給されたのみです。保育園や学童

保育などは「子どもは重症化リスクが低い」などを理由に支給の対象から外され、

野党がこれらの再支給や対象拡大を求めましたが、政府・与党は応じていません。 

また、保育士不足が深刻化するなか、賃金水準や職員配置基準を引き上げる政

策が打ち出されていない状況です。 

厚生労働省は、２０２０年１２月に「新子育て安心プラン」を策定し、保育園

の各クラスに１名以上の常勤保育士を配置する規制を撤廃、短時間勤務保育士

だけでつなぐことを認める方針を出しました。保育士不足の解消策として逆行

する動きに反対や懸念の声が広がるなか、一定の条件のもとでの規制緩和が強

行されました。 

コロナ禍の中、医療・介護・保育・福祉労働者等、エッセンシャルワーカーは

疲弊しきっており、賃金引上げ、処遇改善、増員等の要求実現が緊急に求められ

ています。 

 

（７）福祉・保育の現状と労働条件改善 

 新型コロナ感染拡大の下で、エッセンシャルワーカーの家族を支えるため

に、福祉・保育の職場では、緊急事態宣言下でも利用者の原則受け入れが求め

られました。職場では、「感染源になってはいけない」という緊張感と感染リ

スクの高さから大きな不安を抱えている深刻な実態がありました。 

一方で、不十分なＰＣＲ検査、慰労金の支給対象から外されるなどの劣悪な

労働環境が放置され、その公共的な役割とのギャップが指摘されています。 

国は、福祉・保育分野に「生産性」という概念を持ち込み、人件費のコスト

削減と人から技術に投資先を変えて新たな産業を興して利潤追求を目論んでい

ます。 

 ２０２１年５月には、児童手当法と子ども・子育て支援法の改正案が可決さ

れ、児童手当の特例給付に所得制限が設けられて給付対象が狭められました。   

保護者の経済状況によって、子どもの受ける権利に格差が生まれ、「子ども

の権利が侵害されている｣状態となっています。 

 

 

（８）国民健康保険～第二期運営方針の進行 

 コロナ禍の下で、多くの個人事業主・フリーランスが仕事を失い、収入が途絶

え、休業手当も失業給付も労災補償もない実態が広がる中、国民健康保険では保
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険料（税）減免や傷病手当金について、当事者からの声も広がり政府も対応せざ

るを得ない事態となり、一般会計を財源に財政措置が行われました。さらに、「資

格証明書を被保険者証としてみなして取り扱う」とするなどの措置も取られま

した。持続化給付金や学校休業等対応助成金などの対象も拡大されました。コロ

ナ感染の収束のめどが立たたない中、２１年度も継続されましたが、１０割保障

とならず、コロナ禍前の収入等を基準とするなど、不十分な内容となりました。 

国保財政の都道府県への移行（都道府県単位化）がはじまって３年目となり、

第二期の国保運営方針が実施されていますが、コロナ感染の影響をふまえてい

ない内容で進められており、法定外繰り入れをなくす「赤字解消計画」の推進や

統一保険料の計画策定などが盛り込まれています。運営協議会の開催自体が不

十分なまま、国保の構造的な問題や生活実態を顧みない運営方針が進行してい

ます。 

病気予防や介護予防として保険者のインセンティブ強化が国保をはじめ健保、

後期高齢者医療、介護保険の分野で強行されています。目標達成へのインセンテ

ィブ（動機づけ、報酬）強化は、保険者に報酬や罰則を与える仕組みであり、構

造的に課題を放置したままでは何の効果も見込めないものです。 

また、健康保険法の一部「改定」法の制定により、子供均等割りの減額措置が

未就学児までと限定されていますが、国の制度となりました。均等割、平等割は

なくすという要求はしっかりと継続させながら、更なる減額措置の拡大が求め

られています。 

 

（９）年金制度の連続改悪 

年金は１９８５年に年金「改正」で支給乗率が下げられ、基礎年金額が３０％

削減されました。以後、５年ごとの財政再計算の度に、給付が下げられ、６０歳

代前半の特別支給（定額部分、報酬比例部分）は順次廃止されてきています。ま

た物価・賃金スライドルールも改悪され、マクロ経済スライドの発動などで、保

険料の引き上げと給付の引き下げが繰り返し実施されてきました。２０１６年

の年金カット法により、物価がマイナスになった時でも年金削減が実施される

ようになり、その結果、２０１９年の財政検証では基礎年金は２０４７年には２

８％も実質削減されることになります。（一人約月２万円減・夫婦月４万円減） 

 

「特例水準」の解消を口実にした既裁定の年金減額の強硬に対する「年金引き

下げ違憲訴訟」は、全国４４県３９地裁５２７９の原告、弁護団３００人で運動

が広げられています。年金額が平均に満たない多くの高齢者はさらに厳しい生

活を強いられることになります。 

公的年金制度は、定額の保険料を納めた期間に応じて給付される国民年金（基
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礎年金）と賃金に比例した保険料の納付に応じた厚生年金の 2 階建てになって

おり、自営業者や低賃金・不安定雇用の労働者の年金水準は低くなります。 

現役世代の賃金格差がそのまま年金格差につながることになり、保険料の納

付期間が短く無年金になる人もいます。最低保障年金の創設をはじめ、労働者・

国民の暮らしを守る年金への改革が求められています。 

 

（１０）いのちのとりで裁判のたたかい 

「いのちのとりで裁判」は、全国２９ヵ所（地裁）で、原告１０２１人（世

帯）が提訴している生活保護基準引下げに反対する訴訟です。この裁判は、生

活保護を利用している人の「いのちのとりで」を守るだけでなく、社会保障制

度の根幹となる「健康で文化的な最低限度の生活」、人間らしい生活を守るた

めの裁判です。 

昨年の愛知地裁での不当判決後、２月２２日に大阪判決で画期的な勝利判決

を勝ち取りました。その後、札幌（３月２９日）、福岡（５月１２日）と、愛

知の不当判決と同様に厚生労働大臣の裁量の範囲を広く認め、国の主張を全て

丸のみにする不当判決が続いています。 

生活保護基準の引下げは、生活保護だけでなく、生活保護基準に連動する労

働、保育、教育、医療、介護、住宅、税制など、多くの市民に関わる問題であ

ることを広く伝えていくことが重要です。私たちがこの問題を広く知らせ、多

くの地域、住民の共感、協力を得ることが不可欠となっています。 

 朝日訴訟の原告１人から生存権裁判の１００人を超える原告へ、そして「い

のちのとりで裁判」の１０００人の原告へと、国民的な裁判運動が広がり、生

活保護引き下げ不服審査請求は、６０００人を超えて広がっています。 

 引き続き、裁判勝利ならびに生活保護基準引き上げへの実現へ、いのちのと

りで裁判全国アクション、全生連等との共同を強め、支援を強化します。 

 

（１１）「障害者福祉奪う」天海訴訟不当判決 障害者本人の選択によるサー

ビス利用の実現を 

障害者総合支援法第７条の介護保険優先により、６５歳で障害者福祉サービ

スを打ち切られる問題で、脳性まひで障害福祉サービスを利用する天海正克さ

んが介護保険の要介護認定の申請をしなかったことを理由に、千葉市が天海さ

んのサービス継続申請を認めず打ち切ったことをめぐる裁判の判決が５月１８

日、千葉地裁でありました。判決は、天海さんの訴えを棄却する不当判決で、

天海さんは控訴しました。   

判決は、障害福祉サービスの継続申請を「不適法なもの」との判断を示し、

さらに、介護保険の利用料発生により低所得者の生存権を脅かすものだとする

天海さんの主張に「介護保険制度では低所得者への負担軽減策などが取られて

いる」「裁量権を逸脱しているとはいえない」としました。 

天海さんは「市が障害福祉サービスを奪うことは、生活全部を奪うことに他

ならないもので、許すことはできない」と語っています。 
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日本障害者センターは判決について、「一般的な要介護状態の人には、要介

護認定を申請するか否かを選択する自由を認めているのに、障害者には認めな

いというもの」と指摘。「障害者への差別的取り扱いに他ならず、障害者権利

条約に照らしても認められない」と批判しました。 

あわせて、障害者本人の選択により、サービス利用ができるよう障害者総合

支援法第７条の廃止が求められています。利用者負担軽減の対象者への周知

は、個別に通知を求めていく必要があります。 

 

また、作業所の利用者・職員・家族へのワクチンの優先接種を求める声や、障

害のある人が電話やネットでワクチン予約することは難しいので作業所でのワ

クチン接種の集団接種ができるようにとの声、要求が出されています。 

コロナの影響で移動支援事業やショートステイ事業が大幅に減収になり、就

労系の事業所では利用者の工賃を減らさざるを得ない現状もあり、報酬が下が

り運営自体が大変になっています。 

さらに、優生保護法により、強制不妊手術や人工妊娠中絶を受けさせられた障

害者の裁判が、全国７地裁・２高裁で２５人の原告でたたかわれています。国は、

２０１９年４月に「一時金支給法」をつくりましたが、内容は不十分な点が多く、

被害にあった人たちの人権回復にふさわしい法律にあらためる必要があります。

この法律には、国が優生手術等についての調査をすることが規定されているた

め、被害者の立場に立った検証が求められています。 

 

（２０２０年度活動報告） ※加盟団体取り組み報告を参照 

（１）「いのち守る署名」の推進 

全労連、中央社保協、医団連が共同して取り組まれた「安全・安心の医療・介

護の実現と国民のいのちと健康を守るための」国会請願署名は約５５万筆を提

出し、集約は６５万筆超え、現時点でも集約されている状況です。請願署名の賛

同・紹介国会議員は１３５人に達し、地方議会での同じ請願項目の陳情・請願は

２２４議会で採択され、国に対しての意見書も相当数が送付されました。 

請願項目は、 

①今後も発生が予想 される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよ

う、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うこと。 

②公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医

療体制の充実を図ること。 

③安全・安心の医療・介護提供体制を確保するため、医師・看護師・医療技術

職・介護職等を大幅に増員すること。 
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④保健所の増設・保健師等の増員など公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイル

ス研究、検査・検疫体制などを強化・拡充すること。 

⑤社会保障に関わる国民負担軽減を図ること。 

の ５ 項目であり、今なお続くコロナ禍の中で、医療・介護関係者は当然のこと、

多くの地域、職場、住民がこれまでの医療や公衆衛生体制のぜい弱さを身を持っ

て感じ、早急に改善が必要と求めた共通の改善要望項目でした。 

しかし、それほどの要求、声と地方議会の意見、国会議員の応諾があったにも

関わらず、衆参両院ともにこの請願は審査未了扱いとなりました。しかも、国会

では、請願と相反する、病床削減を促進する内容や医師の長時間過重労働にお墨

付きを与える内容などを盛り込んだ医療法等一部改正案と、高齢者の医療費窓

口負担を倍化させる健保法等一部改正案を数の力で成立させました。 

国内では、感染者が入院できずに、「本来救えるはずのいのちが救えない」事

態に陥っており、この請願項目の具体的実施が求められている情勢に変わりは

ありません。 

 

（２）第２０４通常国会の悪法強行反対の取り組み 

 第２０４通常国会は、医療をはじめ、介護・福祉がひっ迫し、国民の暮らしと

営業を直撃するコロナ危機を打開し、いのちと暮らしを守ることが最重要課題

となっているにもかかわらず、オリンピックの開催を強行する目論見のまま閉

会しましした。 

社会保障の拡充ならびに、地域住民のいのち、生活に寄り添う政策こそが求め

られている中、要求、願いとは真逆の医療法一部「改定」法（病床削減法）、健

康保険法一部「改定」法（７５歳以上医療費窓口負担２倍化）、デジタル改革関

連法、日本国憲法の改定手続きに関する一部「改定」法（国民投票法改定）、土

地利用規制法等が強行されました。 

しかし、「出入国管理及び難民認定法」は、修正案がまとまり早期採決も狙わ

れましたが、５月１８日に自民党は採決を断念、事実上廃案となりました。入館

制度のいくつもの問題点、入館施設の実態等が指摘され、国会前では、移住者に

よるシットイン（座り込み）行動等が連日、取り組まれました。（詳しくは、社

会保障誌夏号の特集を参照ください） 

また、医療法、国民健康保険法等は、一括法案としていくつもの法案を束ねて

の審議となり、審議がコロナ感染や緊急事態宣言等に集中し、法案自体の審議は

市民のいのち、生活に直結する法案でありながら、大変不十分なものであったと

言わざるを得ません。 

７５歳以上窓口負担２倍化はじめ、病床削減、デジタル庁設置等、通常国会で

強行された法律を実施させない運動を強化し、政治転換を求める世論を大きく
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していくことが重要です。 

すでに、７月から７５歳以上窓口負担２倍化阻止をはじめとしたさまざまな

行動が提起されています。 

 

（３）相談活動の取り組み 

コロナ感染拡大で、社会保障各制度をはじめ、いのち、暮らしにかかわる切

実な相談が寄せられましした。 

全労連、民医連をはじめ、中央団体、実行委員会等の生活相談、労働相談等

が各地で提起され、取り組まれました。 

支援金や小口資金の提供、減免制度紹介、フードバンク等の食糧支援、生

保・国保等の諸制度についてなど、定期的な街頭相談会や電話相談が計画さ

れ、困難事例の解決や制度改善の力になっています。各都道府県社保協もそれ

ぞれの地域で結集し奮闘しました。 

 

また、中央では１０回目となる１１月１１日の「介護・認知症何でも無料電

話相談」を、認知症の人と家族の会、東京社保協等とのと共催で取り組みまし

た。２４都道府県で実施、４４都道府県から２７１件の相談がありました。 

相談にあたり、マスコミへの徹底を図り、全労連など介護集会実行委員会と

ともに記者会見を行い、ＮＨＫが当日取材、Webニュースで配信、全国ニュー

スでも報道されました。また、新聞は、読売…全国版健康欄で告知、赤旗…全

国版で告知され、各記者クラブにも資料送付しました。 

各県社保協においてもマスコミへの要請、告知に取り組みました。 

 

（４）学習運動を前面に、署名推進 

全世代型社会保障政策への運動前進のため、学習運動を基幹に据え、強調し

ました。 

学習会は２０２０年度に１９１ヶ所７０６７人が参加、２０１７年からの集

約で１６８５７ヶ所５１２０６２人まで到達しています。（集約一覧表参照） 

第４８回中央社会保障学校は、愛知県名古屋市で開催予定でしたが、コロナ

禍の下延期し、２０２１年８月２９-３０日に開催します。 

開催に向け、愛知県社保協はじめ東海ブロックで実行委員会を６回開催し、

準備等進めてきました。 

都道府県社保協でも、ブロック・県・地域の総会での学習をはじめ、キャラ

バン行動スタート事前学習会、社保学校、国保・介護・医療・子どもの貧困問

題などでの学習集会等が取り組まれました。 

特に、県社保協総会時、キャラバン行動前に合わせての学習講演計画が根付
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いてきており、「地域社保協」の必要性、結成に向けての学習会も開かれてい

ます。コロナ禍の中で、オンラインによる学習会が行われ、参加者を増やし、

広い地域からも参加できるように活用を図るところも増えています。 

 

署名は、「いのちを守る署名」をはじめとして、「介護改善緊急署名」、「後期

高齢窓口負担２倍化反対」「若者も高齢者も安心して生活できる年金署名」「生

活保護基準引き上げを求める署名」等に取り組みました。（集約一覧表参照） 

各地で共同し、定期的な宣伝行動が追及され、中央においても、毎月１４の

「４」の日宣伝、２５日宣伝等、中央団体と共同して取り組まれました。 

コロナ禍の下、外での宣伝行動に取り組みにくいとの指摘も出されました

が、対話運動としても位置付け、スタンディングなど工夫を凝らし取り組みを

広げました。 

署名提出行動・院内集会は、全労連、民医連、高齢期運動連絡会、東京社保

協等とともにとり組み、各署名をそれぞれ提出しました。 

７５歳以上窓口負担２倍化反対の署名は、１０５万筆を超え、日本高齢期運

動連絡会、年金者組合、医団連等とともに共同し取り組みました。 

介護改善署名の提出行動では、全労連、全日本民医連とともに、認知症の人

と家族の会、２１労福連、介護・医療・福祉の会、市民の会等との共同をさら

に広下ました。 

また、消費税ストップネット、消費税廃止各界連絡会に結集し消費税増税反

対署名、総がかり行動実行委員会、憲法共同センターに結集し憲法改悪反対署

名にも、各地で結集し奮闘しました。 

 

（５）宣伝行動の取り組み 

宣伝行動も、県・地域社保協の各地で「２５日宣伝」「消費税廃止宣伝行

動」など定期的に計画され、中央でも「４」の日宣伝(１４日・巣鴨)を中央社

保協・東京社保協を中心に、４２４共同行動等の共催で、「医療・介護相談」

「年金相談」「家計アンケート・シール投票」なども共同で取り組みました。 

署名・宣伝行動には、「政治を何とかしてほしい」「保険料が高い」「署名の

行列ができた」「対話が弾んだ」「一度話し始めたら署名が終わるまで話し続け

た」など、住民の怒りや関心の広がりを示す報告が各地から寄せられました。 

  

（６）自治体への要請・懇談 

自治体キャラバン行動をはじめ、自治体への要請・懇談、アンケート活動、

自治体職員を招いての出前講座など、さまざまな取り組みが各地で広がりまし

た。（取り組み報告参照） 
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介護、後期高齢者等、自治体の意見書採択も各地で取り組まれました。 

キャラバン行動を通じて、地域社保協の結成、再建を目指す動きも生まれて

います。 

コロナ禍で、自治体の対応も様々で、実施時期を延期する、訪問自治体の整

理、アンケートに集中するなど、各県社保協で工夫を凝らし取り組まれまし

た。キャラバン行動等による自治体訪問は、訪問を待ち、期待を寄せる自治体

もあり、更なる工夫を凝らし、参加者の確保等が求められています。 

  

（７）介護改善運動の取り組み 

 介護保険制度２０年目の節目として、介護保険制度についての「提言運動」

を提起し、介護提言チームを発足させ「提言」つくりに努力しました。コロナ

禍の影響で、１年延長して２０年度に向けて引き続き取り組みました。 

介護改善の取り組みでは、１１月の「介護アクションウィーク」に、全労

連、民医連、自治労連、日本医労連、生協労連などとともに「全国介護学習集

会」を成功させ、全国各地の民医連や医労連などが、集会や宣伝行動、スタン

ディング行動など取り組まれました。 

１１月１１日（水）の「介護・認知症なんでも電話相談」には、介護離職や

「特養に入れず有料老人ホームに入ったがお金が払いきれない」など制度改悪

に対する悩みなどが寄せられました。 

民医連が提起した「補足給付」拡充の団体署名、介護労働者へのＰＣＲ検査

の徹底を求めるネット署名にも共闘しました。 

 

（８）地域医療構想に反対する共同の推進 

 ※５月２０日「いのち署名」国会請願行動意思統一集会報告より抜粋 

 

◆ 「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための国会

請願署名」 (いのち署名) の取り組みの到達点 

 1) 「いのち署名」 の取り組み 

現在の署名集約数は、団体間の重複数も含んだ集約で５９９,００８ (全労

連、民医連、自治労連、社保協) となっています。目標数に満たない到達では 

ありますが、 医療二単産で取り組んだ。 前年度の医師・看護師など大幅増員

署名の最終到達 ２１４，９６９筆の 3倍近い署名集約数となりました。併せ

て行っているネット署名は、３２１８筆の到達です。  

署名集約のテンボは、年明け以降に早まり、２０２０年９月の署名開始から

前回３月の署名提出までに集約した署名数は２０万余りでしたが、その後本日

までの一か月半で約 ６０万筆集約となり、まさに今現在急激に署名が集まっ
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てきているところです。 

目標には及びませんが、緊急事態宣言が繰り返されるような状況の中で、大

規模な署名宣伝行動は自粛せざるを得ない状況が続いてきたにもかかわらず、

これだけの署名数に達したことは、各地域で工夫を凝らしながら署名に取り組

んできた多くの関係組織の努力の成果であることに確信を持ちましょう。 

２) 地方議会への陳情の取り組み 

地方議会での採択数も 197 自治体にまで増え、なお 6月議会に陳情を行っ

ているとの報告も受けています。 各地方議会への情請提出やその後の各会議

回りなども、やはりコロナの影響を受けて、強い制限下で何とか実施してきた

ことがうかがえます。 十数年ぶりに県下全自治体を訪問したという報告もあ

りました。 どの自治体でもいのち著名は好意的に受け止められたとの報告も

複数上がっています。短期間の取り組みで尚且つコロナにおける厳しい状況の

中で、全国各地での奮闘が大きな結果をもたらせたと思います。 

3) 紹介・賛同応諾の国会議員を増やす取り組み 

紹介・問議員の応数は 132 人となりました。ここ数年では最も応諾数が多

くなっています。先日の参議院長野選挙区補選で当選した羽田次郎員も、いち

早く紹介議員を応諾していただきました。 紹介議員応諾議員の内すでに 92名

の衆参国会議員が国会に署名を提出していただきましたが、未提出の議員に要

請し、すみやかに署名を提出いただき、会期中の請願採択に協力を要請しま

す。 

 

※地域医療、再編統合問題をめぐる状況に関連して 中央社保協資料より抜 

粋 2021.4.22 

 

◆各地の運動など 

①北海道：「北海道病院事業改革推進プラン」（素案） 

地域で必要とされる医療を提供していくため、公立病院としての公共性を確

保するとともに、効果的、効率的な医療の提供や経済性の追求など、経営改善

を着実に進める 

②青森県：４２４(440)地域医療を守る運動の推進 

対象病院の院長、事務長に訪問懇談申入れ・振分け(案) 

〇三八社保協区域・三戸中央病院・五戸総合病院・南部医療センター＝協議中 

〇上十三社保協・・・おいらせ病院  見合わせたいとの事⇒検討必,要 

③岩手県：奥州地域での「地域医療を守る」運動～ 

「医療を考えるパパママの会」中心に安心して「住み続けられる地域のため 

に～市民アンケート」 
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「奥州・金ヶ崎地域の医療の充実と新病院の早期建設を求める要請書」提出

(9137筆) 

胆江圏域地域医療連携会議(2/12開催)において、奥州市長はまだ病院再編計

画の内容は決定していないと弁明。3 月中には内容を決め、4 月以降住民説明

会やパブコメを行いたいとの意向を示した。 

軽米町での住民集会は相談しながらすすめる 

医師不足問題 

県立釜石病院：周辺に 1000 枚のポスティング。住民の反応から激励の反応

も「地域医療と山田病院を守る会」が病院事務局長と懇談。地域医療懇談会の

取組みを検討。 

④宮城県 

県立がんセンターとの移転･統合 

東北ろうさい病院、仙台赤十字病院の移転･統合反対!! 1万 2,385筆の署名

を宮城県に提出！ 

合意なき公立刈田綜合病院「公設民営化」への条例改正 

白石市長の独断専決処分に対する抗議文提出！ 

⑤山形県 

昨年、寒河江市が県に要請した県立河北病院と寒河江市立病院の統合は目立

った動きなし 

河北病院は昨年度まで急性期病床が 120 床あったが、今回 60 床に減って

いる 

河北病院が 60 床で回せているのは、地域包括ケア病床の方に流している 

⑥秋田県社保協 

にかほ市の金病院(医療法人)が診療所へ 

五城議会いし川構造議長への陳情の場で佐竹知事は「公立公的病院の統廃合

は反対」と明確に表明した。 

⑦長野県社保協 

連絡会が懇談した 13 病院からは、地域の現状を踏まえない厚労省の検討要

請に対し病院から強い不満や国に対する不信が表明されています。 

11 月の県民シンポジウムでは、飯山赤十字病院、川西赤十字病院、佐久穂

町立千曲病院から 3 名の院長がシンポジストとして発言。「医療費削減を目的

とした病院の統廃合は見直すべきだ」 

連絡会では、県民シンポジウムの DVD普及している。 

「国民のいのちと健康を守るための請願(陳情)」が、8 割を超える市町村議会

で採択 

⑧愛知県社保協 
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「名古屋市立大学」の附属病院拡大・・・西部・東部医療センターに続き、

緑市民病院、名古屋市厚生院附属病院までも市立大学附属病院化！ 

愛知医科大学―岡崎の医療法人北斗病院（270床）を「分院」化 

その他の公立・公的医療機関も次々と病床整理削減、機能分担進める！ 

「半田」と「常滑」の経営統合・独法化―地域で説明会開催予定 

 「名指し病院」を中心に、病床削減・機能分担 

今年度、「病床削減・再編計画」への直接補助金―８４億円― 

2021年 2/9に第一次「内示」出される！（60.6億円―内、愛知県＝0.61億

円） ⇒知多厚生病院▲11床「慢性期」2，505万円補助 

⑨岐阜県社保協 

※岐阜県、公立公的病院の具体的対応方針に係る対応について(2021年 1月県

調整会議) 

県全体で、高度急性期(-15床)、急性期(-195床)、回復期(+213床)、慢性期

(-90床)⇒全体で-87床の計画 

⑩京都社保協 

今後の取り組み  署名付きはがき京都新聞に折り込み：実施 

440病院問題として位置づけもふくめて、3月 27日に大江町全戸配布実施

（500／1800戸） 

公立公的病院統廃合問題 

丹波町病院 町の財政問題についての検討など 

⑩滋賀県社保協 

湖北地域の病院統廃合の動きに対して、「湖北の地域医療を考える会」が結

成され、学習会が３回行われ、住民アンケートをとる運動へと発展。 

大津市民病院 は “中期目標 を発表しましたが、 地域の中核病院として、

大津市民に対する地域医療を守ることを明確に打ち出されておらず、自治体問

題研究所を通じて懇談へ 

⑪兵庫県社保協 

「兵庫県地域医療構想」2018第７次保健医療計画、2020中間見直し発表。 

県内病院統廃合情報  

三田市民病院と済生会兵庫県病院の統合再編問題緊急報告集会（社保協から

も参加呼びかける）日時 4月 11日（日） 

神戸市会福祉環境常任委員会陳情 3/22(月)済生会兵庫県病院の存続・充実を

求める会・三田市民病院を守る会 

「済生会病院・宝塚市民の統合再編」陳情・陳述(浜本代表、東浦代表。不

採択) 

神戸市「市民課・保険年金医療課・おくやみコーナー民間委託－兵庫・北神
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区役所４月先行実施→2024年度までに全区実施へ)→委託会社は人材派遣会

社・パソナ 

兵庫の地域医療を守る会地域連絡会議 4/12(月)15：00～。保険医協会 

兵庫県は 1 億 4400 万円の病床機能再編支援補助金で病床削減を誘導 

⑫香川県社保協 

高松市民病院、塩江分院：無床診療所化の計画 

⇒「入院ベッドのある塩江分院の早期建設を求める会」が運動 

⑬高知県社保協 

四万十市立市民病院 

2021年 4月から減税 99床ある病床のうち 44床を休床し、55床とする。 

現在、稼働率が 5割を下回る状態。経営危機的状況へ。退職看護師らの補充

(10人)を見送る。人件費圧縮約 1億円。07年度にも、常勤医の減少から 130

床の一部を休床。16年度に 31床を廃止し、99床になっていた。 

⑭広島県社保協 

市町対策の積み上げによる意見書採択 

現在 4市 2町(採択率 25％)  → 引き続き全市町めざしましょう 

対象病院との懇談：ヒロシマ地域総行動(医労連)： 

広島市内全 84病院中 6病院 2施設と懇談、他に 4病院 1施設 1団体より賛同

回答県内全 236病院への郵送要請(424共同広島・県保険医協会) 

→9病院から賛同回答(うち署名協力申し出 6病院) 

⑮岡山県社保協 

笠岡市民病院(昨年 5月の報道より) 

規模縮小を柱とした基本構想の原案を発表(2020年 5月 20日)。 

新病院の開院は２０２５年度の見込み。病床数を現状の９９から６０～７０

床にする。医師や看護師らの退職者を補充しないことで現状の約１２億１千

万円から約７億６千万円に圧縮。給与額などを独自に調整できる 

地方独立行政法人に運営を変更することも検討する。 

⑯愛媛県社保協 

宇和島市立吉田病院  144床⇒80床へ縮小計画 

144床（一般病床 96床、療養病床 48床）だが、常勤医が 2名で、現在 100

床稼働。 

建替えにあたって病院存続のために、一般 30床＋地域包括ケア 20床と療養

病床 30床の計 80床に縮小する計画にして給付金を取った 

⑰福岡県社保協 

令和 3年第 2回中間市議会臨時議会が令和 3年 2月 5日に開催され、「中間

市病院事業の設置等に関する条例及び中間市立病院使用料及び手数料条例を廃
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止する等の条例」が可決。令和 3年 3月 31日（水曜日）に閉院。 

⑱各地での「地域の声」を集める住民アンケート活動 

(中央社保協 HPに掲載分) 

1.静岡県 

◆地域医療を守り、蒲原病院をよくするためのアンケート 

◆地域医療を守り、湖西病院 をよくする ための アンケート 

2.山口県・・・山口県地域医療構想市民アンケート結果 

3.岐阜県 

◆(岐阜)自治体アンケ－ト  

◆(岐阜)多治見市民病院アンケ－ト（案） 

4.岩手県 地域医療の充実を求める市民の声・3000人プロジェクト 

◆安心して住み続けられる地域のために～市民アンケート 

(中央社保協 HP未掲載) 

5.滋賀県 

◆「湖北の地域医療を考える会」の住民アンケート 

 

（９）国民健康保険料減免、国保要求実現に向けて 

①国民健康保険料減免、傷病手当 

コロナ感染拡大の下で、自治体の国保料減免、傷病手当の設置など、各自治

体の政策が前進しました。しかし各自治体の対応に様々な状況があり、厚労省

通知徹底と改善求め、２１年度への申請期限の延長、財政措置の継続をさまざ

まな全国市町会をはじめ、団体、地域から要望が上がり、減免については不十

分な内容ですが継続されました。  

②国保運営方針の３年ごとの見直しにあたり、厚労省は、コロナ禍の下であり

ながらも第二期国保運営方針を実施、進行させています。  

要綱案の問題点として、1.保険料について「市町村ごとの設定が基本」とし

た原則の排除、２.新たに、都道府県での保険料水準の統一を目指すことを目

標に、環境整備の議論を深める重要性を指摘、３.法定外繰り入れ解消のた

め、市町村に赤字解消年次を計画に明記することを求める、などが指摘されて

います。 

 各地で「パブリックコメント」が実施され、北海道では、パブリックコメン

トにおいて「国民健康保険は社会保障」「被保険者は低所得者が多く、保険料

（税）は高すぎる」「受診抑制で手遅れ死亡の実態もある」「一般会計からの法

定外繰り入れを抑制」「新型コロナウイルス感染症が拡大している中の見直

し？」などの問題点を指摘し、「北海道が財政支出をして制度の改善を図るべ

き」と要請しています。 
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（１０）子育て・保育の充実を求める取り組み 

保育料の軽減や無料化、給食費の無料化、就学援助費の就学前支給などが各

地の取り組みで前進しています。より良い保育をめざす実行委員会や福祉保育

労の署名に共同し取り組みました。 

子どもの貧困による健康格差を解消するため、子ども医療費助成制度をより

充実させ、経済的理由による受診抑制をなくすことが緊急に求められていま

す。中卒、高卒まで医療費助成の対象とする自治体が入・通院とも約９割とな

り、保団連や新婦人等の署名提出行動に共同し、全国の取組を交流しました。 

 

（１１）年金署名等、年金の改善を求める取り組み 

年金署名をはじめとして、年金引き下げ反対を求める不服審査請求運動、裁

判闘争に年金者組合と共同し各地で取り組みを広げました。 

年金裁判は、５０００人を超える原告団で取り組まれ、署名は、全労連、年

金者組合とともに三者連名の署名として呼びかけました。 

年金フェスタ・一揆への結集も各地で追求しました。 

７５歳以上窓口負担２倍化反対の取り組みでも、署名推進、国会行動等、共

同を広げました。 

 

（１２）生活保護改善を求める取り組み 

生活保護引き下げ反対の裁判闘争を支援する「いのちのとりで裁判全国アク

ション」、全生連と共同し２５日行動や原告団合宿等の取組に参加しました。 

また、１０００人の原告を超える裁判闘争支援も広げ、各県社保協に対し、 

「アクション」への加入と結集も呼び掛けました。 

いのちのとりで裁判の不当判決に対し、署名、傍聴支援、決起集会等の行動

に、全生連、いのちのとりで裁判全国アクション等の呼びかけに共同し、結集

しました。 

   

（１３）社会保障拡充を求める共同の広がり 

「憲法・いのち・社会保障まもる国民集会」実行委員会に結集し、成功へ奮

闘しました。中央社保協からは、各地から Web参加を中心に民医連等ともに参

加しました。 

２５条共同行動実行委員会は、国会ヒューマンチェーン行動など「社会保障

を守る全国アクション」を提起しましたが、コロナ感染拡大の下、行動の中止

を余儀なくされ、全世代型社会保障政策に反対する「共同アピール」への賛同

呼びかけ、選挙に向けての世論拡大を展望したネット署名をよびかけました。 
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「戦争する国づくり」への安倍政権の暴走に、保守層や若者をはじめ反対の

世論と運動が、総がかり行動実行委員会等の運動と共に大きく前進するなか、

署名運動に各地でも結集しました。     

 

（１４）各県・地域社保協～取り組み報告、地域社保協一覧を参照 

 ２０２１年６月時点での都道府県・地域社保協は、４７都道府県、３６６   

地域社保協、１６準備会、１１友好組織、計４４０組織となりました。 

 

（運動の進め方） 

（１）当面する総選挙、政治転換を求める世論構築、共同の推進 

 ①医療・介護・保健所の削減やめて！いのちまもる緊急行動への結集 

 いのち署名の取り組みを受け、今後の運動について全労連、医団連、社保協

等で協議を重ね、全労連の提案を受け、「政府に政策転換を求める国民的行

動」に立ち上がることで一致し、「医療・介護・保健所の削減やめて！いのち

まもる緊急行動」に結集します。（要綱案参照） 

期間は、総選挙投票日までとし、大きな節として９月５日（日）に全国統一

アピール行動を予定します。 

 ◆行動内容（別紙要綱案参照） 

＜名称＞ 「医療・介護・保健所の削減やめろ ＃いのちまもる緊急行動」 

＜期間＞ １０月～１１月に予定される総選挙終了まで 

＜行動＞ ９月５日（日）に、運動の結節点として、「全国一斉アピール行 

動」を、広く、労働者、地域住民にも呼び掛けて取り組む。 

行動への賛同を呼び掛ける。 

     ※中央・東京は、１０００人規模のパレードを予定 

＜政府要求＞ コロナ感染拡大を教訓に、今後の感染拡大にも備えた国として

の政策についての緊急要求を掲げる。 

＜行動提起＞ 

 1.上記の緊急要求についての回答を８月中旬までに求める。 

 2. 学習決起集会（全国規模オンライン併用 ７月６日 １８時～） 

3.全国すべての地域、職場での取り組み 

  ・菅首相への手紙「コロナ禍で私が体験したこと」 

  ・国会請願個人署名（検討中 別紙参照） 

・各都道府県宛団体署名 

  ・街頭宣伝（７月２３日、８月２４日） 

  ・国会議員、並びに候補者に要請。地元回り 
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  ・現場の切実な声の「動画」「画像」からの拡散 

  ・各地の医療施設等に要求掲示物の啓示を呼びかけ 

  ・ネット署名の実施 

  ・国会議員、並びに候補者に要請。地元回り 

  ・ＳＮＳ、マスコミ名地を通じた発信、世論形成を 

 

②通常国会で強行された７５歳以上窓口負担２倍化法等のさまざまな法律を 

実施させないたたかい 

７５歳以上窓口負担２倍化、病床削減、デジタル庁設置等、通常国会で強行

された法律を実施させない運動を強化し、政治転換の取り組みに結集します。 

地域住民、現場の生活実態を可視化、世論化を目指し、署名推進、自治体意

見書採択等の地域からの運動につなげ取り組みます。 

 

③当面する総選挙に向けて取り組まれる「投票へ行こう」などのさまざまな

行動に結集します。 

    

（２）「社会保障拡充」「地域を守る」共同行動の推進を 

①「地域医療構想」は中止し、病院統廃合、病床削減計画の見直しをめざす

地域を守る共同の強化を 

  医療法の一部改定法（病床削減法）が強行され、全国各地で、地域医療構 

想の下、地域医療・病院等の縮小・統合が計画推進の予算化を伴い進められ 

ようとしています。 

  地域では、昨年の４２４「共同行動」の推進で全労連、医労連、社保協を 

はじめとした共同が各地で進んでいます。引き続き、共同を活かした取り組 

み推進のため、社保協として積極的に役割を発揮するようにします。 

1.各地で積み上げられた地域医療を守る共同行動をどう推進させていくか、

中央団体、県社保協の協力も得ながら検討します。 

2.アンケート等の活用で地域住民の要求を掘り起こし、住民との共同をはじ 

め地域社保協の結成、強化を展望しながら、現在の「共同行動」を発展させ 

て奮闘します。 

3.「いのち署名」につながる署名運動推進ならびに地域医療を充実させる運 

動推進へ各団体、労働組合との協議、連携を強めます。全労連、医労連、自 

治労連、民医連、社保協の５団体で署名、今後の運動について協議を進めま 

す。（７月２日に第１回打ち合わせ会議） 

 

②後期高齢者医療制度改善、７５歳以上窓口負担２倍化許すなの運動推進 
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1.７５歳以上窓口負担２倍化が強行され、２０２２年１０月から施行が予定 

されています。「２倍化」の中止・撤回を求めます。 

引き続き、署名推進、共同強化、高齢者の生活実態を可視化し、地域から 

の運動につなげます。 

2.後期高齢者医療制度改善を求め、２０２２年４月の保険料引き上げをスト 

ップさせる運動も重要です。 

3.署名推進、自治体意見書採択、不服審査請求、広域連合への請願、議会傍 

聴、宣伝・アピール行動、高齢者の生活実態を可視化する調査、アンケート

等について、検討します。 

4.７月２２日に、「７５歳以上窓口負担２倍化を許すな！スタート学習集会」

を、全労連会館を会場に Webを併用し、２０００人を目標に取り組みます。 

5.日本高齢期運動連絡会、年金者組合、医団連等との共同を拡大し、強化 

します。 

6.９月に開催される高齢者大会（長野）を署名推進行動とも位置付けて積極 

的に参加を呼びかけます。また、秋の臨時国会中に検討されている国会前座 

り込み行動に結集します。 

 

③第７次医療計画（２０１８年度～２０２３年度）の中間見直しが進められ 

ており、都道府県は、５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神 

疾患）、５事業（救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医 

療、小児救急医療を含む小児医療（その他）及び在宅医療）の医療連携体制 

等、目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況の把握、評価について求め 

られています。２０２４年からの第８次医療計画の議論も始まっており、都 

道府県の情報把握、並びに要請、懇談等が重要です。 

 

（３）「全世代型社会保障」政策に対抗する共同行動の推進 

①介護７団体（医療・介護・福祉の会、家族の会、21老福連、市民の会、全 

労連、民医連、社保協)による共同推進 

「介護政策の抜本的転換を求める 7団体の要求・要望(仮題・案)」を作成 

し、政党や市民連合との懇談を計画しています。 

政党との懇談：8月 27日(金)、市民連合との懇談：8月 24日(火)の予定 

で進められており、政党要請も予定されています。 

 

②２５条共同行動実行委員会の取り組み 

２５条共同行動実行委員会が推進する全世代型社会保障検討会議政策に対 

する「自助、共助、公助」論批判の共同アピールならびに、ネット署名等の 
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呼びかけに共同します。ネット署名推進、拡散の集中行動が検討されていま 

す。賛同呼びかけ、ネット署名を進めながら、アピール行動、社会保障セミ 

ナー等の学習企画、動画等も検討しています。 

 

③いのち・社会保障を守る国民集会実行委員会の取り組み 

例年取り組まれているいのち暮らしまもる秋の国民集会は、１０月１４日 

の日程で、Web開催と日比谷集会を併用して取り組まれます。 

実行委員会に結集し、成功に向け奮闘します。 

 

④地域医療を守る運動交流集会 

１１月２３日に、Web開催を予定し検討しています。 

総選挙後の地域医療を守る運動の節目、決起の場として位置付け、全国各 

地からの運動交流を図ります。 

 

⑤臨時国会、通常国会における三者（国民大運動実行委員会、安保破棄中央 

実行委員会、中央社保協）による定例国会行動、決起集会等に引き続き結集 

します。署名提出行動、院内集会等の共同行動にも引き続き結集します。 

 

（４）社会保障拡充目指し、制度改善の取り組み強化を 

①国保改善のたたかい 

～法定外繰入を拡充させ保険料水準統一をやめさせよう 

1.第二期国保運営方針の下、国保料（税）の引き下げを求めます、 

第二期国保運営方針の対象期間である２０２１年度から２０２３年度は、 

新型コロナウイルスの感染症拡大の影響が大きい年度となりますが、第二期 

国保運営方針は、感染症拡大の影響を考慮しておらず、所得の減少で、従来 

の水準で国保事業費納付金を市町村に請求されると、市町村は保険料（税） 

率を大幅に引き上げざるを得ない状況となります。 

 運営方針は、被保険者に過度な負担が生じない配慮を、もしくは統一保険 

料についても「保険料（税）が急激に上昇しないよう」に検討を求めている 

ところもあり、各県の方針の内容を的確に把握することが求められます。 

保険料の決定にあたり、独自繰り入れの維持・拡充、独自減免制度の拡充 

を要求します。 

2.国保運営方針のめざす姿を明らかにする学習、宣伝に取り組みます。 

 保険料（税）水準や保険給付の水準はどのようになるのか、方針策定主体 

者である都道府県や市町村に明らかにさせるともに、その問題点、課題につ 

いて要請、懇談、出前講座等を計画します。 
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3.市町村や都道府県に対する運動の強化 

第二期運営方針は、コロナ禍の状況を反映しないまま論議が進められてお 

り、方針の見直し、具体化の一時延期等を求めます。市町村・都道府県とし 

て政府のすすめる方向に反対の意見をあげることで、国保運営方針の具体化 

にストップをかけることを目指します。 

社会保障審議会医療保険部会で市長会、町村会は、保険料水準の統一は地 

方分権に反すると主張し、反対しており、全国知事会も具体化にあたっては

地方との十分な議論が必要で、強制すべきではないと意見をあげています。 

保険料水準の統一に関して、これまで通り市町村ごとに保険料（税）を決 

定できるよう、市町村・県に対し議会や自治体キャラバンなどで働きかけを 

強めます。 

4.「子どもの均等割額の減額措置」について、全ての子どもの均等割の全額免 

除を求めていくことが重要です。当面、国に対して対象年齢や減額内容の拡大、 

自治体に対して子どもの均等割額減額の独自施策創設などを求めます。 

5.滞納処分対策の違法な差押えをなくす運動を強化し、滞納処分対策会議等 

と連携し、学習会等の計画、結集します。自治体への要請行動を強め、全商 

連、全生連との共同強めます。 

6.国に対する国庫負担引き上げの要求と運動を強化します。 

各自治体へ、国保料の引き下げとともに、国庫負担引き上げを求める地域 

の独自署名に取り組み、各地域の署名を共有します。 

7.国保運営協議会への対策について、傍聴を行い、公募委員とともに県の計 

画づくりへの要望等を強めます。 

 

②国による子ども医療費無料制度の創設のたたかい 

国による子ども医療費無料制度の創設を求め、子ども医療費無料制度を国 

に求める全国ネットワークとの共同と各地の運動を強化します。 

  

③介護をめぐる共同前進と運動の課題 

 1.２０２１年版介護署名の確定と推進 

  ６月２３日（水）の学習院内集会を契機にスタートさせます。 

 2.７団体の共同行動を署名活動等とともに推進します 

 3.「介護提言」案について、全国総会で確定し学習と活用を呼びかけま 

す。 

4.介護 YouTube学習動画について、検討し、配信、活用を図ります。 

 5.2021全国介護学習交流集会を成功させます。 

 ２０２１年１０月３１日（日）１３時半～ 全労連会館 
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６.介護電話相談 

  ３０県３００件を目標達成に取り組みます。 

 

※2021年度版「中央社保協・2021介護アクション」(仮称) 

※以下の行動計画を確認した。ただし、情勢の変化により、適宜修正や追加が行われま

す。 

4 月  中央社保協・2021 介護アクションの年間方針の確立、介護提言意見募集 

    緊急行動：「補足給付」団体署名、「介護・福祉従事者にワクチンの優先接 

種」ネット署名 

5 月  介護を良くするアクション月間⇒巣鴨駅頭宣伝(14)、宣伝強化週間(9～15) 

2020 年版署名提出(5/20) 、21 年版介護署名確定＋協力要請 

6 月  7 団体・介護院内集会(6/23)、21 年版介護署名スタート 

7 月  中央社保協全国総会(7/10)/介護提言発表、21 年版介護署名意思統一 

全国介護集会のオルグ、諸団体への「介護提言」での懇談開始 

8 月  中央社保学校(8/28～29 名古屋＋Web) 

9 月  9 月議会・介護署名の請願陳情 

10 月 介護を良くするアクション月間(10 月～11 月)  巣鴨駅頭宣伝(10/14) 

全国介護学習交流集会(10/31・確定) 

11 月 介護認知症なんでも無料電話相談(11 日)巣鴨駅頭宣伝(14)、宣伝強化週間 

(11/8～14)、2021 年度版署名提出院内集会(～12 月初)・厚労省懇談 

12 月 11 月・12 月議会での介護署名の請願陳情 

1 月  2021 年度版署名提出院内集会・厚労省懇談 

2 月  2 月・3 月議会での介護署名の請願陳情、全国知事会などとの懇談 

 

④年金署名等、年金の改善を求める取り組み 

年金署名をはじめとして、年金引き下げ反対を求める不服審査請求運動、裁

判闘争に年金者組合と共同し各地で取り組みを広げます。 

 

（５）地域社保協の結成、再建を 

～国民のいのち暮らしを守る砦を全国津々浦々に 

①国民のいのち暮らしを守る砦を全国津々浦々に築いていこうとの方針の下、

全国の自治体の過半数（８７１自治体）での地域社保協結成をめざします。地

域社保協の再建・強化も併せ、社保協の各ブロック、県・地域社保協での検

討、議論を呼びかけます。 

 

②地域社保協つくりパンフについて 

地域社保協つくりパンフを作成し、地域社保協拡大、再建強化に活用しま 

す。中央社保協ホームページに掲載し活用を呼びかけ、「各地域社保協からの

実践・経験の投稿」を募集します。 

 

③社会保障入門テキストについて 
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 地域社保協結成に向け、「社会保障入門テキスト」を作成します。 

社会保障誌２０２１秋号に掲載し、８月の中央社保学校で講座を予定しま 

す。各団体、地域での活用を呼びかけ、当面、８月初旬をめどに発行部数を確 

定させます。 

 

 

（６）コロナ感染下で拡大するさまざまな生活要求に対する相談活動に共同

し、地域の「相談窓口」としての役割を発揮し、地域住民の要求、声の掘り起

こしに奮闘します。 

 

（７）自治体要請の徹底と実現を 

キャラバン行動並びに自治体要請の取り組みを引き続き強化し、事前学習や

参加団体ならびに地域からの参加者の拡大に努力します。 

 

（８）デジタル庁設置、マイナンバーカード普及に反対する取り組み 

国民要求不在、大企業の利潤追求の施策になっていることを批判し、デジタ

ル庁設置反対連絡会議等と共同し、運動を強めます。 

 ９月１５日に、総会および全国学習集会に取り組みます。 

 

（９）被災者優先の災害復興を 

東日本大震災や台風、大雨被害で被災した国民の生活と生業の再建、全面復

興にむけたとりくみとともに、被災者への支援を強化します。 

さらに、コロナ禍での生活支援、補填などの対策についても、関係団体と共

同して取り組みます。 

 

（１０）憲法、社会保障についての学習、宣伝運動を強化します。 

①憲法をはじめとして、社会保障政策の学習強化を図ります。各団体、実行委

員会等が提供する学習動画、学習資材の共有、活用に努めます。 

 また、ホームページを活用し、団体、各県社保協の学習会等の情報を発信し

ます。 

②ホームページの活用と情報の収集を 

ＳＮＳを活用した情報発信の充実についても検討します。 

③第４８回中央社保学校について 

第４８回中央社保学校（愛知県名古屋市）は、新型コロナウイルス感染拡大の

下で延期し、２０２１年８月２８～２９日に開催します。 

 Web参加と併用で実施し、これまで以上の参加を目指します。 
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④「４」の日宣伝行動等、「宣伝行動ゾーン（１３-１５日、２３-２５日）」の

各地での宣伝行動の開催を引き続き目指します。 

 

（１１）生存権の侵害を許さないたたかい、裁判闘争への結集を 

生存権の侵害を許さないたたかいを強化し、全生連、いのちの砦アクション

等の関係団体と共同します。「いのちのとりで裁判」への支援に引き続き取り

組みます。 

さらに、年金裁判や天海訴訟などの生存権拡充を求めるさまざまな様々な裁

判闘争に結集します。 

 

（１２）消費税減税を求め、社会保障財源として消費税を当てるという世論誘

導に反論し、消費税廃止各界連等との連携を強めます。 

 

（１３）憲法違反の安保法制＝戦争法の廃止を求めるたたかいに結集し、あわ

せて核兵器禁止条約の署名・批准を求める等、平和の取り組みを進めます。 

 

（秋以降〈総会後〉の取り組みについて～運動の進め方より

再掲）  

（１）「いのちまもる緊急行動」への結集 

 いのち署名の取り組みを受け、今後の運動について検討する打ち合わせ（全労

連、医団連、社保協、医療三単産）」の中で、全労連より、通常国会終了後の取

り組みとして、運動の新たな提案がなされ、「政府に政策転換を求める国民的行

動」に立ち上がることで一致しました。５月２６日、３１日、６月７日、１５日

と打ち合わせを重ね、２４日に記者会見を行い、９月５日（日）に全国統一アピ

ール行動を提起することになりました。 

 行動内容（以下参照）は以下の通り。 

中央社保協は、社会保障拡充の要求を掲げ、緊急行動に結集します。 

 

 ◆行動内容（案）（６月２８日事務局打ち合わせ参照） 

＜名称＞ 「医療・介護・保健所の削減やめて！ いのちまもる緊急行動」 

＜行動＞ ９月５日（日） 運動の結節点として、「全国一斉アピール行動」を、 

    広く、労働者、地域住民にも呼び掛けて取り組む。 

     ※中央・東京は、銀座パレード １４時から １０００人規模 

＜政府要求＞ コロナ感染拡大を教訓に、今後の感染拡大にも備えた国として
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の政策についての緊急要求（検討）を掲げる。 

＜行動提起＞ 

 1.上記の緊急要求についての回答を８月中旬までに求める。記者会見。 

 2. 学習決起集会（全国規模オンライン併用 ７月６日 １８時～） 

3.全国すべての地域、職場での取り組み 

  ・菅首相への手紙「コロナ禍で私が体験したこと」 

  ・国会請願個人署名 各都道府県宛団体署名 

  ・街頭宣伝（７月２３日、８月２４日） 

  ・国会議員、並びに候補者に要請。地元回り 

  ・現場の切実な声の「動画」「画像」からの拡散 

  ・各地の医療施設等に要求掲示物の啓示を呼びかけ 

  ・ネット署名の実施 

  ・国会議員、並びに候補者に要請。地元回り 

  ・ＳＮＳ、マスコミ名地を通じた発信、世論形成を 

 

（２）新いのち署名（仮）をはじめとした「社会保障拡充」「地域医療を守る」

共同行動の推進 

1.各地で積み上げられた地域医療を守る共同行動をどう推進させていくか、中

央団体、県社保協の協力も得ながら検討します。 

 

2.アンケート等の活用で地域住民の要求を掘り起こし、住民との共同をはじ 

め地域社保協の結成、強化を展望しながら、現在の「共同行動」を発展させ 

て奮闘します。 

 

3.「いのち署名」につながる署名運動を推進し、地域医療を充実させる運動推進

へ各団体、労働組合との協議、連携を強めます。 

全労連、医労連、自治労連、民医連、社保協の５団体で署名、今後の運動につ

いて協議を進めます。（７月２日に第１回会議） 

 

（３）７５歳以上窓口負担２倍化法等の法律を実施させないたたかい 

1.７５歳以上窓口負担２倍化が強行され、２０２２年１０月から施行が予定 

されています。「２倍化」の中止・撤回を求める運動を強化します。 

※７５歳以上窓口負担２倍化を許さない怒りの学習決起集会 

 ７月２２日（木） １３時半～ 全労連ホール（Web会議） 

 

2.引き続き、署名推進、共同強化、高齢者の生活実態を可視化し、地域から 
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の運動につなげます。後期高齢者医療制度改善を求め、２０２２年４月の保 

険料引き上げをストップさせる取り組みも重要です。 

 ９月の高齢者大会、１０-１１月に国会前座り込みを予定し通常国会へ向 

けて、節を作って取り組みます。 

 

3.署名推進、自治体意見書採択、不服審査請求、広域連合への請願、議会傍 

聴、宣伝・アピール行動、高齢者の生活実態を可視化する調査、アンケート 

等について、検討します。 

 

4.日本高齢期運動連絡会、年金者組合、医団連等との共同を拡大し、強化 

します。 

  

5.９月に開催される高齢者大会（長野）に参加を呼びかけます。 

 

（４）マイナンバー反対連絡会議の取り組み 

1.マイナンバー省庁要請行動 ７月２１日もしくは８月１１日で調整 

2.宣伝行動の提起 ８月２５日（水）予定 

3.総会・全国学習会の開催 ９月１５日（水） 

 

（５）介護７団体（医療・介護・福祉の会、家族の会、21 老福連、市民の会、

全労連、民医連、社保協)による共同推進 

1.新介護署名推進 ６月２３日学習院内集会で署名スタートを確認 

2.「介護政策の抜本的転換を求める 7団体の要求・要望(仮題・案)」を作成 

し、政党や市民連合との懇談を計画。 

政党との懇談：8月 27日(金)、 

市民連合との懇談：8月 24日(火)の予定。 

 

（６）２５条共同行動実行委員会の取り組み 

２５条共同行動実行委員会が推進する全世代型社会保障検討会議政策に対 

する「自助、共助、公助」論批判の共同アピールならびに、ネット署名等の 

呼びかけに共同します。ネット署名推進、拡散の集中行動が８月〇日に予定 

されており、結集します。 

 

（７）いのち・社会保障を守る国民集会実行委員会の取り組み 

例年取り組まれているいのち暮らしまもる秋の国民集会は、１０月１４日 

の日程で、Web開催と日比谷集会を併用して取り組まれます。 
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実行委員会に結集し、成功に向け奮闘します。 

 

（８）地域医療を守る運動交流集会の取り組み 

１１月２３日に、Web開催を予定し検討しています。 

総選挙後の地域医療を守る運動の節目、決起の場として位置付け、全国各 

地からの運動交流を図ります。 

 


