
戦争立法を断固阻止し、憲法９条を守り抜こう！ 

憲法２５条を活かし、社会保障の総改悪攻撃をはねかえそう！ 

奈良県社保協第１８回定期総会方針（案） 

 

１、２０１４年度活動のまとめ 

 

【２０１４年度の運動方針】 

１、社会保障制度改革推進法、プログラム法に基づく社会保障制度の解体を許さない運動に取り組みま

す。 

２、消費税増税への批判を強め、2015年 10 月の 10％への税率アップを許さない運動に取り組みます。 

３、医療の営利化・市場化につながるＴＰＰ交渉からの撤退を求める運動に取り組みます。 

４、国保広域化に反対し、国保の改善を求める運動に取り組みます。 

５、2015 年の介護報酬改定・第 6 期介護事業計画策定に向け、介護保険制度の改善を求める運動に取り

組みます。 

６、生活保護基準の引き下げ、制度の改悪に反対する運動に取り組みます。 

７、年金の引き下げ、制度の改悪に反対する運動に取り組みます。 

８、障害者の命と権利を守る運動に取り組みます。 

９、子ども・子育て支援の充実を求める運動に取り組みます。 

10、人間らしい生活ができるための根本的土台である平和を守る運動に取り組みます。特に、世界の恒

久平和を謳い世界に誇る憲法９条が、今、解釈改憲により骨抜きにされようとしている中、それを

許さない世論づくりの運動を展開します。 

11、自治体キャラバン要請行動を軸に、市町村の社会保障施策の充実を求める運動に取り組みます。 

12、組織運営を強化し、中央社保協・社保協近畿ブロックの連携を強めます。 

 
（はじめに） 

昨年６月１８日に成立した「医療・介護総合法」にもとづき、安倍内閣は社会保障の更なる改悪に乗

り出しました。私たち奈良県社会保障推進協議会は、中央社保協第５８回総会が提起した「安全・安心

の医療・介護を実現する大運動」に結集し、「安全・安心の医療・介護署名」の推進、国会請願、議員要

請、集会や学習会への参加を強め、この１年間、社会保障の後退を許さない取り組みをすすめてきまし

た。また、安倍政権の集団的自衛権行使容認の暴走に反対する取り組みも強めました。秋には「国民大

運動奈良県実行委員会」の奈良県自治体キャラバンに結集し、奈良県下のすべての自治体に行って、県

民の要求を提示し、懇談を行いました。 
今総会では、この１年間の取り組みの総括及び情勢の共有、そして２０１５年度方針の確認を行って

第 1 号議案 



いきます。 
 
（１）社会保障の大前提である「平和」を守る取り組み 

私たち奈良県社保協は、昨年６月２８日の第１７回定期総会で社会保障の大前提である「平和」を守

る取り組みの重要性について議論し、２０１５年度方針の１０番目の方針として「人間らしい生活がで

きる根本的土台である平和を守る運動に取り組みます。恒久平和を謳い世界に誇る憲法９条が、今、解

釈改憲による骨抜きにされようとしている中、それを許さない世論づくりの運動を展開します。」を追記

しました。 
その総会の３日後である７月１日、安倍内閣は集団的自衛権の行使容認を閣議決定、日本が攻撃され

ていなくても、アメリカなどが開始した戦争に協力し、自衛隊が海外へ出動して武力行使できるとし、

解釈改憲の大暴走を開始しました。翌日の７月２日には憲法９条守れ！奈良県共同センター主催の「戦

争する国づくり許すな！奈良県民集会」が開催され、近鉄奈良駅前に５００人を超える県民が集い、安

倍政権の暴走を糾弾しました。 
３月３日には、憲法９条奈良県共同センターとの共催で「憲法９条学習会」（奈良県文化会館小ホール）

を開催し、石川康宏神戸女学院大学教授の講演に３００人が集い、学習しました。 
 
（２）第６期介護保険にむけた運動 

 介護保険料の値上げ、利用料の値上げ、要支援外しの新総合事業、特別養護老人ホームからの要介護

１，２の高齢者の追い出しなど、第６期介護保険はますます介護の社会化に逆行し、保険料あって介護

なしの制度となりつつあります。 
 中央社保協は「２０１４年度緊急自治体アンケート」に取り組み、４７都道府県中３５都道府県から

回答を得ました。特に「要支援１，２サービスの地域支援事業への意向の見通しはあるのか」を問う項

目について、回答した９５０自治体のうち「見通しが立たない」「できない」が７４％で、「できる」と

答えた自治体はわずか９％でした。自治体からは「地域の実情に合った改正を」「財政支援を求める」な

ど切実な声が寄せられています。奈良県では３９自治体から回答を得ましたが、新総合サービスの実施

時期については「見通しがたたない」が１、「不明」が４、「回答なし」が３４自治体でした。新総合事

業を担う多様なサービスの確保について「見通したたない」が１２、「回答なし」が２７自治体で、ほと

んどの自治体が、検討すらまともにできていない状況があります。 
 奈良県社保協として、学習を中心にした取り組みをすすめました。８月９日は大阪で行われた中央社

保協全国学習交流集会（「介護保険へのたたかいと対応」日下部雅喜氏）に２名が参加、９月２８日、奈

良県高齢者運動連絡会主催のなら高齢者の集い・介護保険学習会（奈良民医連・藤井俊哉氏）には７０

名が参加、１１月１５日には奈良民医連介護職部会との共催で介護保険へのたたかいと対応学習会（京

都社保協・松田貴弘氏）を開催、民医連職員を中心に１００名を超える参加がありました。２月１日の

西日本社保協介護保険運動交流集会には奈良から６名が参加し、奈良民医連のソーシャルワーカーが「介

護保険制度改定に伴う利用者への影響調査と考察」の指定報告を行いました。 
 １１月１１日には中央社保協の「介護・認知症１１０番」に取り組みました。１日で４件の相談にの

りましたが、対応中に２０件以上の電話がかかっており、２０１５年度は相談電話数を増やすなど改善

が必要です。 



 １０月からの自治体キャラバンの中でも、第６期介護保険事業計画が中心的な話題となり、自治体と

の懇談を深めました。ほとんどの自治体が「保険料を引き上げざるをえない」と回答し、「新総合サービ

ス」についてもほとんどの自治体が「目途がたたない、よくわからない」と答え、特に南和の町村では

現在でも社会福祉協議会以外のサービスが無く「これまで通りのサービスを提供するしかない」との回

答でした。自治体キャラバンの中で、私たちは「保険料の値上げはしないで」「無資格者による安上がり

な新総合サービスは実施しないで」の要望をしてきました。年金者組合は独自のキャラバン行動で介護

保険料値上げ反対、サービス低下反対の意見書採択の運動にも取り組みました。新総合サービスは生駒

市など４自治体以外は２０１７年度以降の実施予定であり、継続的な取り組みが求められます。 
 第６期の介護保険料は奈良県平均で５２３１円となりました。ますます払えなくなる保険料に対し、

年金者組合は介護保険不服審査請求を粘り強く取り組み、数十名が口頭陳述を行っています。 
 
（３）国民健康保険制度改善の取り組み 
地域医療ビジョンとセットでの国保の都道府県単位化が具体化され、都道府県主導の医療費抑制のシ

ステムづくりが稼働しつつあります。また、ここ数年で、国保滞納者への差し押さえが急増し、違法な

差し押さえの告発、反対の取り組みが重要になっています。 
国保の都道府県単位化の問題の本質を学習しつつ、自治体キャラバンで各市町村と懇談をしながら都

道府県単位化反対、国民保険制度改善の運動づくりをすすめてきました。 
自治体キャラバンでの香芝市との懇談のなかでは、「市はここ数年大きく黒字会計となっており、３万

円以上の国保料値下げができるはずだ」という要望が市民から出されています。桜井市との懇談の中で

は「国保料滞納者に対し、年金支給日の朝を目掛けて差し押さえをしている。違法な差し押さえだ」と

の抗議がされています。 
国保問題の学習は１２月２２日に名古屋で行われた中央社保協全国交流集会での国保都道府県単位化

学習会に１名が参加、３月１８日には大阪社保協の寺内事務局長を招き「国保問題学習会」を開催、４

９名が参加し、都道府県単位化の問題点、差し押さえの違法性と運動化について学習しました。奈良県

内でも違法性の高い差し押さえをしている可能性の高い自治体も指摘されており、具体的な事例を通し

ての運動化が求められます。 
 
（４）子ども障害者等の福祉医療制度改善の取り組み 
新日本婦人の会、奈良県保険医協会等が中心となり７月１７日に「子ども・障がい者等の医療費窓口

無料化を求める学習交流集会を開催、若いお母さんたちを中心に７０名が参加して学習し、その場で「奈

良県福祉医療制度の改善を求める会」が結成されました。求める会は、子ども障害者福祉医療制度のリ

ーフレットと福祉医療制度改善を求める署名を作成し、１２月県議会、３月県議会に向けた署名活動に

取り組みました。奈良県内すべての幼稚園、保育所へ署名協力依頼を行い、１００ヶ所以上の園から２

０００筆を超える協力をいただきました。また、１０月１９日には大和高田でベビーカーパレードを行

い、５０名が参加しました。２月３日には寒風吹きすさぶ西大寺駅前で宣伝・署名行動を行い、リーフ

レットを配布しました。奈良県保険医協会の青山哲也理事長（歯科医師）も宣伝に駆けつけ、マイクを

握りました。 
１２月３日には４３００筆、２月１８日には７０７９筆を奈良県へ届け、「窓口いったん払いをやめて」



「通院医療も中学卒業まで実施してください」という切実な願いを届けました。奈良県へ提出した請願

署名の総数は２７，８１４筆となりました。 
 
（５）年金引き下げ反対の取り組み 
 この３年間の３回にわたる２．５％の年金削減、そして今年６月からのマクロ経済スライド導入に対

し、全日本年金者組合奈良県本部は継続的な抗議行動（偶数月の１５日の年金支給日に近鉄奈良駅前座

り込み）と毎月２５日の宣伝行動を中心に２０万署名に取り組んできました。また、独自にキャラバン

行動を実施し、年金引き下げ反対の意見書決議を県内すべての市町村に申し入れました。 
 年金引き下げに対して、昨年度１年間で１２４０名が審査請求を申し立てました。今年に入って、年

金引き下げ違憲訴訟の提起をめざし、１００名の原告団を目標に準備をすすめています。 
 
（６）消費税率アップ反対の取り組み 
 ３月１３日には奈良県商工団体連合会主催の重税反対統一行動が奈良市、大和高田市で開催され、業

者を中心に消費税増税反対の声を上げ、集団申告を取り組みました。消費税率８％実施から１年になる

４月１日には、県内各ターミナルで消費税反対連絡会の宣伝、署名に取り組みました。 
 
（７）障害者の命と権利を守る取り組み 

 障害者の分野では「精神障害者の福祉医療を実現する奈良県会議」の粘り強い運動に取り組みました。

８月２７日開催された緊急集会には３５１名が参加し、奈良県文化会館小ホールがいっぱいとなり、賛

同団体の皆様も１８０をこえました。こうした運動の成果として精神障害者へ医療費助成制度が昨年１

０月から実現しました。しかし県内の１２の市は今年４月以降の実施、しかも障害１級のみという後退

があり、１２市への対市交渉、議会傍聴が間断無く取り組まれました。制度の全面実施に向けた更なる

運動の継続が求められています。 
 
（８）貧困問題での取り組み 
貧困問題では、奈良県内の養護教諭と奈良民医連 SW を中心として子どもの貧困に関する懇談会（「子

どものいのち、そだち、まなびを考える懇談会」）が３回開催され、無料低額診療制度の利用についての

学習等を積み重ねています。桜井市の大福診療所はでは地域の子供たちを対象とした「無料宿題会」を

継続して開催しています。奈良貧困対策支援センター「円」は７月１２日に「反貧困ネットワークの構

築を目指す学習懇談会」（「現代の労働と貧困」谷山義博氏）、１１月１日には子どもの貧困に関する学習

会と交流を行っています。 
 
（９）生活保護基準の引き下げ、制度の改悪に反対する取り組み 

生活保護基準引き下げに対する不服審査請求は２０１４年度に４０名が申し立て、２０１５年度も３５

名が申し立てを行いました。 

昨年秋、奈良市の被保護者の医療機関受診のための交通費の支給について市が拒否し、担当のソーシ

ャルワーカーと奈良生活と健康を守る会が中心になって、弁護士の協力も受けながら奈良市に公開質問

状を出し、運動をすすめています。 



 １月には生存権裁判を支援する会の井上英夫会長と懇談し、支援する会の奈良県での立ち上げの要請

を受けました。奈良県社保協として検討をし、支援する会を立ち上げ、奈良県社保協が事務局機能を果

たす方向で議論を積み重ねてきました。 
 
（１０）ＴＰＰを許さない取り組み 

環太平洋連携協定（ＴＰＰ）は国内の生産者に壊滅的な打撃を与え、医療保険制度の破壊をももたら

すと国民の大きな批判を浴びています。にもかかわらず、政府はアメリカとの秘密交渉で国会決議をも

踏み外して妥協を重ねています。この６月になり、アメリカの下院議会はＴＰＰ関連法案の一部を否決

し、アメリカ国内にも根強い批判があることが明らかになりました。さらに大きな運動づくりが求めら

れます。密室協議をゆるさず、宣伝の強化が必要です。 
 
（１１）奈良県自治体キャラバンへの結集 
２０１４年度の奈良県自治体キャラバンは２３回目を数え、多岐にわたる県民要求について懇談をす

る貴重な場となっています。奈良県社保協は社会保障分野の要求項目をまとめ、第６期介護保険計画や

国保の都道府県単位化、子ども障害者等福祉医療制度等の重点について要望を伝えました。 
桜井市においては、桜井社保協が自治体キャラバンの懇談主体として役割を果たしています。桜井社

保協は３月に「桜井社保協ニュース」を市内配布し、自治体キャラバンの懇談結果報告を行いました。 
 
（１２）中央社保協、近畿ブロックへの結集 
中央社保協、社保協近畿ブロックへの結集を強め、連携した取り組みを重視しました。中央社保協総

会（事務局長）、全国代表者会議への代表者派遣（事務局長）、中央社保学校（１名）、近畿ブロックでは

１月の近畿ブロック懇談会（会長、事務局長）、近畿社保学校（７名）などです。 
 
（１３）奈良県社保協の運営 
 奈良県社保協は、隔月での常任幹事会と事務局会議を軸に取り組みました。会議への参加率の向上の

呼びかけや会議時間帯の改善を行っています。奈良県社保協ニュースは５回発行しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２、活動日誌 
 

６月２８日    第１７回奈良県社保協総会・エルトピア 

         記念講演「重大な局面を迎えた社会保障の転機」（二宮厚美氏） 

７月 ２日    安倍政権の暴走政治ＮＯ！集団的自衛権反対奈良県民集会（近鉄奈良５００名） 

７月３～４日   社保協近畿ブロック会議（和歌山）松下、菊池 

７月１２日    反貧困ネットワークの構築めざす第２回学習懇談会 

         「現代の労働と貧困」谷山義博氏 主催：奈良貧困対策支援センター「円」 

７月１３～１４日 中央社保協第５８回総会（熱海）菊池 

７月１５日    国民大運動奈良県実行委員会事務局会議（奈労連） 

７月１７日    奈良県社保協第１７期第１回事務局会議 

７月１７日    子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める学習交流会（県文館多目的室） 

７月３０日    年金者組合第２５回定期大会（教育会館） 

 

８月 ９日    中央社保協全国学習交流集会（エルおおさか）藤垣、石堂 

         「介護保険へのたたかいと対応」（日下部雅喜氏） 

８月２１日    奈良県社保協第１７期第１回常任幹事会 

８月２５日    大福診療所夏休みの宿題会（大福診療所こども宿題会実行委員会） 

８月２７日    精神障害者福祉医療制度実現緊急集会（県文館小ホール・３５１人） 

 

９月１０日    社保協近畿ブロック会議（大阪）菊池 

９月１２～１３日 日本高齢者大会 in富山（奈良県高齢者運動連絡会 １４名 竹花会長、菊池） 

９月１６日    奈良県社保協第１７期第２回事務局会議 

９月１９日    国民大運動奈良県実行委員会総会（教育会館） 

９月２３日    中央社保協医療・介護シンポジウム（東京）菊池 

９月２５～２７日 第４２回中央社保学校（岩手、花巻温泉）東 

９月２６～２８日 奈良の高齢者の作品展・集い（奈良市生涯学習センター） 

 

１０月 ２日   安倍内閣打倒！戦争する国づくりを許すな！奈良県民集会（近鉄奈良・４００人） 

１０月１５日   年金者組合奈良県本部・年金引き下げ抗議座り込み行動（近鉄奈良駅前） 

１０月１５日   自治体キャラバンスタート集会（近鉄奈良駅前） 

１０月１６日   奈良県社保協第１７期第２回常任幹事会 

１０月１８日   桜井社保協 医療介護総合法学習会（講師：坂本博道氏） 

１０月１９日   奈良県福祉医療制度の改善を求める会、大和高田市ベビーカーパレード（５０名） 

１０月２３日   いのちを守る国民大集会（東京）奈良から３０名 

１０月２７日   桜井社保協対市交渉 

 



１１月 １日   子どもの貧困学習会 奈良貧困対策支援センター「円」 

１１月１１日   介護・認知症１１０番（菊池・４件） 

１１月１２日   社保協近畿ブロック事務局会議（大阪）菊池 

１１月１５日   介護保険制度学習会（中小企業会館）講師：京都社保協松田貴弘氏（１００人） 

１１月２５日   奈良県社保協第１７期第３回事務局会議 

 

１２月 ３日   子ども障害者福祉医療署名を奈良県に提出（４３００筆） 

１２月 ５日   第１回子どもの貧困と無料低額診療等懇談会（第１回・教育会館） 

１２月１７日   奈良県社保協第１７期第３回常任幹事会 

１２月２２～２３日中央社保協全国交流集会（名古屋）菊池 

 

１月１１日    社保協近畿ブロック懇談会（神戸）竹花会長・菊池 

１月１３日    社保協近畿ブロック事務局長会議（大阪）菊池 

１月１７日    生存権裁判支援する会井上会長との懇談（西、飯尾、菊池） 

１月１７日    第２回子どもの貧困と無料低額診療等懇談会（奈良民医連） 

１月２７日    奈良県社保協第１７期第４回事務局会議 

 

２月 １日    西日本社保協介護保険運動交流集会（大阪）奈良から６名 

２月 ２日    中央社保協全国代表者会議（東京）菊池 

２月 ３日    奈良県福祉医療制度の改善を求める会 西大寺駅前署名・宣伝行動（１２名） 

２月１３日    年金者組合奈良県本部・年金引き下げ抗議座り込み行動（近鉄奈良駅前） 

２月１８日    子ども障害者福祉医療署名を奈良県に提出（７０７９筆、累計２７８１４筆） 

 

３月 ３日    憲法９条学習会 講師：石川康宏氏（県文化会館２００名） 

３月 ５日    奈良県社保協第１７期第４回常任幹事会 

３月 ７日    年金者組合女性部介護保険学習会（王寺・３９名）講師：菊池 

３月１１日    社保協近畿ブロック事務局長会議（大阪）菊池 

３月１３日    重税反対統一行動（奈良市、大和高田市） 

３月１４日    第３回子どもの貧困と無料低額診療等懇談会（奈良民医連） 

３月１８日    国保問題学習会 講師：大阪社保協寺内事務局長（県文館・４８名） 

３月２４日    奈良県社保協第１７期第５回事務局会議 

 

４月 １日    消費税反対奈良県連絡会いっせいターミナル宣伝 

４月１５日    年金者組合奈良県本部・年金引き下げ抗議座り込み行動（近鉄奈良駅前） 

４月２８日    奈良県社保協第１７期第６回事務局会議 

 

５月１４日    奈良県社保協第１７回第５回常任幹事会 

５月３１日   近畿ブロック社保学校「子どもの貧困」講師：武内一氏（大阪民医連） 



３、情勢の特徴 
（１）安倍政権の暴走政治と徹底した社会保障の解体 

昨年７月１日、安倍内閣は集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、これまでの憲法解釈を１８０度転

換させました。日本が攻撃されていなくても、アメリカなどが開始した戦争に協力し、自衛隊が海外へ

出動して武力行使できるとし、解釈改憲クーデターともいえる大暴走を開始しました。４月には世界規

模での米軍支援を盛り込んだ日米軍事協力指針（ガイドライン）の再改定、日米首脳会談での辺野古新

基地建設推進の表明に引き続き、５月には通常国会に「戦争法案」を上程しました。この法案の狙いは、

たとえ日本が攻撃されていなくても、時の政府の独断で、アメリカなどが始めた戦争に自衛隊が参加し、

海外で武力行使できるようにすること、そして従来なら禁止されてきた「戦闘地域」にまで行って支援

できるようにすることです。さらに、これまで期限付きの特別措置法をその都度制定して行っていた戦

争支援を、恒久法（「国際平和支援法」）をつくって、「いつでも」「どこでも」「切れ目なく」自衛隊が行

けるようにすることです。文字通り憲法９条の破壊であり、広範な国民から批判の声が上がっています。

５月に各紙が実施した世論調査では、およそ８割の国民は「説明が不十分」、過半数を超える国民が「反

対」です。安倍政権は、国会会期の大幅延長も辞さず成立を狙っており、広範な国民世論と運動で阻止

することが最重要課題となっています。 
社会保障解体攻撃も暴走が続いています。４月に成立した２０１５年度予算は、軍事費大突出、法人

税減税など大企業優遇の一方、国民には医療・介護・年金などの改悪と負担増をせまるものです。昨年

４月より消費税が８％に増税されましたが、税率引き上げによる増収が約８兆円なのに、社会保障に回

るのは、そのうちわずか１６％にすぎません。逆に社会保障の大規模削減が進められ、今年度だけみて

も３９００億円もの国費がカットされます。国民のいのちと日々のくらしに与える影響はきわめて深刻

です。 
 

２０１５年度の社会保障予算の削減項目 

介護報酬引き下げ（マイナス４．４８％） １１３０億円 

介護保険利用料への２割負担導入 １２３億円 

介護施設への食費・部屋代の負担増 １００億円 

協会けんぽの国庫補助引き下げ ４６０億円 

７０～７１歳の医療費窓口負担の２倍化 ４６５億円 

年金「特例水準の解消」（マイナス０．５％） ５００億円 

年金「マクロ経済スライド発動」（マイナス０．９％） ８００億円 

生活保護の削減（生活扶助基準の引き下げ） ２６０億円 

生活保護の削減（住宅扶助・冬季加算の引き下げ） ７０億円 

合計 約３９００億円 

2015 年通常国会参院予算委員会での小池晃議員の質問より 
 

 
５月２７日には医療保険制度改革関連法案（「持続可能な医療保険制度等を構築するための国民健康保

険法等の一部を改正する法律案」）が与党等の賛成多数で成立しました。その内容は①都道府県に公的医



療費削減の役割を担わせ、国保料の値上げにつながる「国保の都道府県単位化」②７５歳以上の高齢者

８６５万人の保険料を２倍から１０倍に引き上げ③入院時の食事療養費の自己負担を一食２６０円から

４６０円に引き上げ④紹介状なしで大病院を受診する場合、初診時または再診時に最大１万円の患者負

担の新設⑤有効性や安全性の未確立な医療を「患者の自己責任」で行わせ、混合診療に道を開く「患者

申出療養」の創設など、患者の負担が増えるだけでなく、安心して医療を受ける権利を奪う内容です。

こうした悪法を実施させず、受療権を守る粘り強い運動と世論づくりが求められます。 
 
生活保護の引き続く改悪や、物価上昇率を下回る年金の切り下げに対し、「生存権を脅かしている」「憲

法２５条違反」の声が高まり、不服申し立てや生存権裁判の提起など新たな運動の高まりがあります。

全日本年金者組合は年金切り下げは憲法違反だとして裁判闘争の方針を提起しました。２月以降鳥取、

徳島、山口、北海道、島根等で提訴、５月２９日には全国でいっせい提訴が行われ、３０００人にもの

ぼる原告による「年金引き下げ違憲裁判」が開始されました。年金者組合奈良県本部も全支部から原告

を立て三桁の訴訟団の組織と奈良地裁への提訴を準備中です。なお、鳥取の年金裁判事案は６月１２日

の第１回口頭弁論を直前にして広島地裁に移送する提案が厚生局から出されましたが、身近な裁判所へ

提訴する権利を破棄するもので主権者である年金者の声を無視するもので許されません。 
 
今年１０月より番号の配布が開始されるマイナンバー制度は、社会保険料徴収や課税の強化を目的と

するものであり、国民監視にもつながる制度であり、反対の世論づくりをしてくことが必要です。 
 
（２）総選挙の結果、いっせい地方選挙の結果 
昨年１２月の総選挙の結果、与党自民党及び公明党が衆議院の３分の２を確保しました。「自民圧勝」

とするマスコミ報道もありましたが、自民党は公示前の議席を減らしました。比例代表選挙では自民党

の得票率は３３％でした。３割の得票で６割の議席を確保したのは小選挙区制のマジックによるもので

す。選挙結果のもう一つの特徴は、安倍暴走政治と正面対決した日本共産党の躍進、一方、国政の対決

点を明確にできなかった他の野党の伸び悩みまたは後退です。 
沖縄では辺野古新基地ノーの統一会派が結成され、オール沖縄の選挙をたたかいました。その結果、小

選挙区では自民党候補が全員落選、「辺野古新基地ノー」の沖縄県民の声が改めて示されました。 
いっせい地方選挙でも、自民党は戦争立法への批判を受け、改選時から後退させました。この選挙でも

「戦争立法阻止」「国民生活を守れ」を掲げた日本共産党が大きく躍進しました。 
 
（３）奈良県内の医療・介護・社会保障の状況と県民生活の状況 
第三期目を始動した荒井県政が推進する奈良県の２０１５年度予算は、地方創生をうたい、アベノミ

クスを奈良県に導きたいという、国言いなり、県民には冷たい内容となっています。リニア中央新幹線

で「幻想」をふりまき、県民のくらしをないがしろにした大型開発事業をすすめています。 
１社当たり３０億円を限度の補助金をつけた企業誘致、不要・不急な産業用地造成、世界遺産平城宮

跡壊しの国営公園化事業、県営プール跡の高級ホテル誘致、たった２分の時間短縮のための大和北道路

の整備など、無駄な大型公共投資に莫大な税金を投入しようとしています。ＴＰＰ反対の県民の声にも

耳を貸そうとせず、農林業の振興のためにまともな対策を講じる姿勢はありません。 



一方、医療・福祉や雇用の改善を求める県民の声には見向きもしようとしません。国保引き下げのた

めの県独自助成には背を向け、国保料値上げに直結する国民健康保険の都道府県単位化は積極的に推進

する姿勢です。子ども障害者等の福祉医療制度の窓口負担（償還払い制度）は全国ではもはや少数派と

なっていますが、「国の交付金が減るから」との理由で使いにくい制度を維持し続けています。社会保障

や雇用の総改悪が進む中、県民の暮らしの防波堤となるべき奈良県の姿勢が、厳しく問われています。 
 
医療保険制度改革関連法案が成立し、国保の都道府県単位化は２０１７年度から実施されます。「地域

医療ビジョン」という計画に基づいて都道府県ごとに医療費の適正化・効率化（＝削減）を実行させ、

さらに都道府県に責任を持たせるために国保も都道府県単位化するという国の狙いは明確です。２０１

５年度からはすでに保険財政共同安定化事業の１円化が始まっており、制度に先行して財政面では奈良

県への権限移譲は始まっています。 
国保の都道府県単位化により、奈良県は「国保運営方針」を策定し、医療費適正化に向けた取り組み

を推進します。標準的な保険料率を示し、過去の医療費実績や所得を勘案して市町村ごとの保険料総額

（＝分賦金）を定めます。市町村はこの分賦金を１００％納付しなければならないため、現在の収納率

（全国平均９０％）で勘案して足りない分を一般会計法定外繰り入れで埋めるか、保険料を水増し値上

げして対応するしかなく、必然的に保険料値上げに直結していくことになります。 
２０１４年６月１日時点の奈良県における国保料の滞納世帯は２７，２００世帯（１２．８％）です。

短期証交付世帯は１２，７０７世帯、資格証交付世帯は４８４世帯に上ります。滞納者への差し押さえ

はここ数年で３倍に増加し、２０１３年度には１９０６世帯（差し押さえ総額６億円超）に達していま

す。高すぎて払えない国保料は引き下げるべきです。 
 
介護保険第６期（２０１５年度～１７年度）における奈良県の基準保険料は、前期から６３９円（１

３．９％）のアップの５，２３１円（平均額）となりました。５０００円代を突破し、県民の暮らしを

圧迫しています。天川村の基準保険料は８，６８６円で全国第１位となりました。高齢化が進行し財政

基盤の弱い町村の保険料に大きな矛盾となって表れています。特別養護老人ホームの待機者は２０１４

年６月現在６３０８人です（その内要介護１、２は３４５７人）。介護保険サービスからの要支援外しで

ある「新総合事業」は生駒市、橿原市等４市町村が２０１５年４月から開始しましたが、サービス基盤

が未整備など大きな問題をはらんだスタートとなっており、中止もしくは大幅改善が必要です。 
  
子どもの福祉医療制度は、拡充・改善を求める意見書が県内過半数の自治体で採択されています。奈

良県では中学卒業までの医療費が助成対象となりましたが、通院医療については小学校就学前となって

います。一方、独自給付により通院も中学卒業まで実施する市町村が２０にまで広がっています。窓口

でいったん払わなければならない「自動償還制度」に対し、「受診抑制がかかる」と子育て期の親や障害

者から大きな批判があり、全国的にもこの制度を採用している県は９つのみであるにも関わらず、奈良

県は改善しようとしていません。 
精神障害者の福祉医療制度については当事者団体等の活発な運動の中、昨年１０月より実現しました

が、県内１２市については制度実施が今年４月にずれ込み、対象が１級のみとなっています。さらなる

運動が必要です。 



 障害基礎年金の不支給率が全国的に問題になっています。全国平均で１２．５％が不支給となってい

ますが、奈良県は１６．７％（１９７件）と全国平均を上回っています。実態の把握と原因の把握、改

善に向けた運動が必要です。 
  
 奈良県の生活保護世帯数、被保護人員数は１０年前の２００７年の６,４７９世帯、９,４６７人から２

０１５年１月には９,２７９世帯（1.43 倍）、１２,８３０人（1.35 倍）になっています。高齢者、ひとり

親家庭、障害者のみならず、現役世代でもワーキングプアとして貧困が広がっています。 
一昨年、昨年の生活保護基準の引き下げで、生活保護費は６．５～１０％の減額となりました。住宅

扶助や冬季加算の引き下げも今年度からの実施であり、被保護者の生活はますます困窮が進んでいます。  
奈良市では被保護者の通院交通費の支払いを市が拒否するという問題が起きており、弁護士の協力を

得ての運動が始まりました。こうした生活保護受給者に対する様々な攻撃にひとつひとつ反撃する運動

が求められます。 
生活保護基準の引き下げは、就学援助など様々な施策の低下に波及していますが、奈良県内の自治体

では、それに対応した速やかな対応措置が遅れています。生活保護「適正化」と称して、市民をお互い

に監視させ「不正」の密告を促す「ホットライン」を設置する自治体があります。また、保護課への警

察官ＯＢの配置もあります。奈良県では奈良市、大和高田市、橿原市、中和福祉事務所に配置されてい

ます。人権を踏みにじる対応を許さない監視と運動が必要です。 
 
奈良県の賃金は１０年前の２００７年に比べ、月３４,６９５円の減、年４１６,３４０円の減となって

います。２０１４年の最低賃金は大阪８３８円、京都７８９円に対し、奈良県は７２４円です。とても

生活できる賃金ではありません。奈良県の非正規雇用者の割合は４割を超えています。社会保障成り立

ちの大前提である雇用、賃金がきわめて不安定な状況が広がっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４、２０１５年度の活動方針 

１、医療・介護総合法、医療保険制度改革関連法の実施を許さない世論づくりを行い、社会保障総解体

攻撃をはねかえす運動に取り組みます。 

 

２、消費税増税への批判を強め、２０１７年４月の１０％税率アップを許さない運動に取り組みます。 

 

３、農業破壊や医療の営利化・市場化につながるＴＰＰ交渉からの撤退を求める運動に取り組みます。 

 

４、国保の都道府県単位化に反対し、国保の改善を求める運動に取り組みます。 

 

５、介護保険制度の改善を求める運動に取り組みます。無資格者による安上がりな新総合サービスの実

施に反対します。利用料値上げや補足給付の改悪に反対し、自治体独自の減免制度を求め運動します。

特別養護老人ホームからの要介護１、２の高齢者締め出しに反対し運動します。介護報酬の大幅引き

上げと介護従事者の待遇改善を求め運動します。 

 

６、生活保護基準の引き下げ、制度の改悪に反対する運動に取り組みます。奈良県生存権裁判を支援す

る会の発足に協力するとともに事務局機能を担い、生存権裁判を支援します。 

 

７、年金の引き下げ、制度の改悪に反対する運動に取り組みます。年金者組合の年金引き下げ違憲裁判

闘争を支援して共にたたかいます。 

 

８、障害者の命と権利を守る運動に取り組みます。精神障害者の福祉医療制度のすべての市町村での全

面実施を求め、運動します。 

 

９、子ども・子育て支援の充実を求める運動に取り組みます。子どもの貧困を解消する世論づくりと運

動に取り組みます。奈良県での子どもの貧困対策大綱策定のため運動します。 

 

10、社会保険料徴収や課税強化、国民監視を目的とするマイナンバー制度導入反対の運動に取組みます。 
 

11、集団的自衛権行使容認の「解釈改憲」及びそれを立法化する憲法違反の「戦争法案」を阻止する運

動をすすめます。 

 

12、自治体キャラバン要請行動を軸に、市町村の社会保障施策の充実を求める運動に取り組みます。 

 

13、地域社保協づくりをすすめます。 

 

14、組織運営を強化し、中央社保協・社保協近畿ブロックへの結集・連携を強めます。 


