
 

 

第 1号議案 

●安倍９条改憲ＮＯ！戦争する国づくりにストップをかけ、立憲主義と民主主義を回

復しよう！ 

●憲法２５条を守る総がかり運動の前進で、いのちと暮らしが大切にされる社会を

実現しよう！ 

 

奈良県社保協第２２回定期総会方針 

＜１＞ 情勢 

1800万筆を超える「安倍 9 条改憲ＮＯ！3000 万署名」大運動は、通常国会での改憲発議を引き続き阻

んでいますが、安倍首相は任期中の改憲策動をあきらめていません。来るべき参議院選挙で野党共闘勢力

を前進させ、改憲勢力に 3 分の 2 を割る敗北を与え、改憲発議を断念させることが最重要課題となって

います。 

沖縄県民投票が示した「辺野古新基地建設反対」の圧倒的意思や、沖縄 3区衆院補選でのオール沖縄・

屋良朝博氏圧勝という結果に向き合わず、安倍政権は辺野古新基地方針にしがみつき、土砂投入の蛮行を

続けています。「美ら海を守れ」「地方自治と民主主義を守れ」の声が世界中に広がり、安倍政権は追い詰

められています。そもそも２年前から明らかとなっている軟弱地盤のため、当初計画そのものが破綻して

おり、「沖縄県民に寄り添う」というなら、直ちに工事を中止すべきです。 

アベノミクスは格差と貧困をさらに拡大させました。ワーキングプアは 2017 年度で 1,085 万人（労働

者の 21.9%）、非正規雇用労働者は 2036 万人（全労働者の 37.3%）に増加する一方、役員報酬 1 億円以

上の企業は 2018 年度には 240 社に増加、2017 年度の内部留保額は 425 兆円に到達しました。「働き方改

革」という名の雇用破壊が進行しています。時間外・休日労働の上限が 1カ月あたり 80 時間に設定され

ました。「過労死せよ」と言われているようなものです。4 月からの「高度プロフェッショナル制度」施

行は、働くものの健康権を侵害する大改悪です。政府は労働力不足を口実とする高齢者の労働力化、外国

人労働者の受け入れ拡大を急速に法制化しています。 

10月から消費税 10%への引き上げが予定されていますが、14兆円にも及ぶ新たな国民負担は、生活を

直撃します。消費は８％増税の打撃から未だ回復せず、実質賃金もこの 6年間 10万円以上落ち込んだま

まです。こんな深刻な状況のもとで、すでに消費増税前の便乗値上げが始まっています。複数税率による

混乱やインボイス導入による小規模業者の取引排除も予想されています。 

 

社会保障制度の破壊が進行しています。度重なる生活保護基準の切り下げや年金切り下げは、社会的弱

者や高齢者の貧困の更なる深刻化であり幸福追求権の破壊そのものです。医療や介護の自己負担増、保険

料値上げは医療機関から足を遠のかせ、国民の健康状態を更に悪化させています。 

人権としての社会保障を根本から否定し、国や地方自治体の責任を住民や福祉施設に押し付け、自助・

互助中心の「助け合い」社会を目指す「我が事・丸ごと共生社会」の推進は、９条改憲による「戦争する

国づくり」と並走して、戦前の「隣組」制度を彷彿とさせます。安倍政権が提起する「全世代型社会保障

改革」は、継続雇用年齢を引き上げ、年金受給開始を先送りして働く高齢者を増やし、公的年金支出を抑

制することが眼目です。 

医療・介護分野では、参議院選挙後の２０２０年通常国会に「痛み」を伴う法案を提出しようとしてい



 

 

ます。医療では後期高齢者医療制度の窓口負担 2 割化や、保険適用薬の範囲見直し、国民健康保険の都

道府県単位化及び地域医療構想の更なる推進などが検討されています。介護保険では要介護１～2対象の

一定サービスの保険外し(=地域支援事業)や利用料の原則 2割化、さらに 3割への引き上げ、ケアプラン

の有料化などが検討されています。「保険者機能強化推進交付金」等インセンティブを活用し、自立（＝

「卒業」）を前提としたとしたサービス提供への誘導が強化されています。 

医療や福祉を金儲けの食い物にし、福祉を「ほどこし」と助け合い制度に貶める安倍社会保障解体路線

にストップをかけ、憲法２５条守り発展させる草の根の市民共闘が切実に求められています。 

 

県民の税金は本来、憲法の精神にのっとり、県民のいのちと暮らし、福祉と教育のためにその大部分が

充てられなければなりません。しかし、国の大型開発推進路線や社会保障解体路線の旗振り役である荒井

県政は、不要不急の産業用地造成や京奈和自動車道大和北道建設、県営プール跡地への超高級ホテル誘

致・開発、芸術家村開発への 100 億円もの税金投入等々、無駄だらけの開発事業推進の暴走を続けてい

ます。「逆立ち行政」そのものです。こうした中、奈良公園内への高級ホテル建設反対の市民運動や県立

高校統廃合に反対する市民運動が反荒井県政を掲げ運動を継続しています。県民のいのちに関わる問題

では、異常なまでの医療費抑制を押し付ける「第３期奈良県医療費適正化計画」、目標達成できなければ

「地域別診療報酬」の導入検討など、地域医療への「無知」の凝縮というべき計画となっています。地域

別診療報酬は県知事選挙でも「奈良県の医療崩壊に直結しかねない」と大きな批判を浴び、知事自身も形

ばかりの「凍結」を約束せざるを得ませんでした。県民医療費の管理強化をめざす「奈良県統一国保」は、

県内市町村の国保料を激しく上昇させ、およそ半数の自治体で１０％以上の値上げとなります。「払えな

い国保料」は保険証未交付による手遅れ死亡を誘発し「生きるか死ぬか」の重大問題に直結します。 

最悪の荒井県政に終止符を打ち、いのちと暮らしが大切にされる県政の実現を目指して、奈良県知事

選・奈良県議選がたたかわれました。奈良革新懇などが独自に応援する前川きよしげ氏が反荒井県政の政

策を掲げて立候補しましたが、反荒井候補の一本化が実現せず、荒井正吾氏の４選を許しました。しか

し、反荒井県政の２候補の得票数の合計は荒井氏の票を上回りました。荒井氏は前回選挙から 27,000 票

も後退させ、県政への県民の批判の高まりがうかがわれます。同日投開票の県議会選挙は、荒井県政オー

ル与党というこれまでとほぼ同じ政治的構図の継続となりました。唯一の荒井県政野党である日本共産

党は、生駒郡区の現職が惜敗し、4 議席に後退しています。 

 

安倍内閣の社会保障解体路線に対し、私たち奈良県社保協は、中央社保協が提起した「安全・安心の医

療・介護を実現する大運動」に結集し、運動を強めてきました。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懇談しました。今総会では、１年間の取り組みの総括及び情勢の共

有、2019年度方針の確認を行っていきます。 

 

＜２＞奈良県内の社会保障の状況と私たちの取り組み 

１）地域医療構想の問題点と課題 

 2018 年に奈良県が打ち出した「第 7次奈良県保健医療計画」、「奈良県高齢者福祉計画及び第７期介護

保険事業支援計画」、「第 3 期奈良県医療費適正化計画」等、一連の計画の中心の一つである「奈良県地域

医療構想」は、各医療機関の医療機能の役割分担（「断らない病院」と「面倒見のいい病院」）及び連携を



 

 

推進し、医療の均霑
きんてん

化、質の向上を図るとしています。この中で、県主導による同一圏域内医療機関の統

合などが進められつつあります。こうした統合を進める中で、一般・療養病床で 1697 床減少（13747 床

→12050 床）、精神病床で 600 床減少（2800 床→2200 床）が計画されていますが、地域医療を支える在

宅医療の整備（1.53 倍）や、在宅医療をバックアップできる軽症急性期病床をどう機能させるかなど課

題は山積しています。何よりも、県がやろうとしているこの計画を県民が知ることができ、県民や医療従

事者の意見を反映させることが大切です。 

 

２）国保の県単位化と奈良県「統一国保料」の問題点と課題 

奈良県統一国保方針が開始して２年目を迎えています。奈良県は「県内どこに住んでいても所得と世帯

構成が同じなら同じ保険料水準」を目指し、６年間の激変緩和を経て 2024 年には「統一保険料水準」を

達成するとしています。そのため市町村が国保料の上昇抑制のため行ってきた「一般会計からの法定外繰

入れ」をやめるよう指示し、奈良市や葛城市などがすでに法定外繰り入れをやめています。その影響など

で 2024 年には 20 自治体で一人当たり平均保険料(税)が 10％以上の上昇、９自治体で 20％以上の上昇と

なります(県最終試算)。奈良県が「国保財政の責任主体」であるならば、国保料(税)を下げるための実効

ある対策を今すぐ講じるべきです。また、高すぎる保険料の根本問題である低い国庫負担率の改善を国に

強く要請すべきです。上牧町では高すぎる国保税の緩和のため、調整基金を使って 2019 年度より 2 年間

にわたり子どもの均等割保険税を無くします。「国保県単位化による保険料値上げへの対応」を口実に各

自治体が積み上げてきた調整基金は、上牧町のように住民に還元すべきです。 

県内の国保料(税)滞納世帯は 18,318 世帯（9.42％）、短期証交付世帯は 10,336 世帯、資格証交付世帯

は 31 世帯（2018 年 6 月時点）、滞納者への差押えは 1753 件、4 億 74 万 4 千円（2016 年度）にものぼ

っていて、統一国保料への強引な誘導及び「法定外繰入れ禁止指示」はますます払えない保険料と滞納者

の増加、経済的事由による未受診者の増加に直結します。年金支給日やこども手当を狙い撃ちした預金口

座差し押さえなど、情け容赦なく最低生活資金を奪い取るケースも見受けられ、実態調査や反対運動の組

織が求められます。 

21 期の取り組みでは、自治体キャラバンを通して、奈良県「統一国保」見直しの要請、各市町村へは

黒字基調で繰越金や基金累積の顕著な自治体を中心に対し、国保料(税)値下げを求めました。また、国保

４４条や７７条の具体化で生活困難者の受療権を保障するよう求めました。国保滞納者への行政処分の

多い自治体へは、最低生活費への差押えをやめるよう訴えました。また、2018 年 6月議会にむけ、奈良

県保険医協会や奈良民医連と共同で「奈良県『統一国保』見直し」の市町村議会意見書採択要請の取り組

みを行い、御所市、大和高田市、河合町、川西町の 4 自治体で採択されています。また、奈良県「統一国

保」見直し署名は、3月現在およそ 3000 筆が集約されています。 

奈良市社保協は、2017 年度から奈良市の「国保証未交付問題」について、抗議と交渉を継続し、違法

な行政について追及してきました。しかし、担当課の姿勢は「保険料を払わないのになぜ保険証をわたさ

なければならないのか？」という、国保制度の社会保障制度としての本質をまったく欠落させた「保険主

義」の姿勢を崩していません。広く市民に知らせることも含め、運動の継続が重要です。 

 

３）「第 3期奈良県医療費適正化計画」の問題点 

奈良県は第 3期医療費適正化計画において、2018 年度から向こう 6年間の奈良県の医療費目標を 4813

億円と定めました。各都道府県の医療費適正化計画において「医療費推計値」は出されていますが「医療



 

 

費目標」として定めているのは奈良県だけです。そもそも医療費は様々なレベルでの取り組みや要因が総

合された「結果」であり、県単独でコントロールできる数値でもなければ、県単独でコントロールしよう

とすること自体間違いです。さらに奈良県の医療費適正化「目標」は、全国を同じ物差しで測れば、同じ

医療費規模の青森県や大分県の 8倍にも及ぶ極端な「目標」になっています。全国で、なぜ奈良県だけこ

のような法外な目標を掲げているのか、理解に苦しみます。 

問題は、この 4813 億の医療費目標を上回ってしまったらどうするかです。奈良県は「奈良県統一国保

料を上げる」か、もしくは「地域別診療報酬の導入を検討する」と第 3 期計画に明記しています。地域別

診療報酬の導入検討について、荒井県政は奈良県医師会をはじめ諸団体の激しい批判に直面しました。医

療マンパワーの県外流出や医療機関の破綻など奈良県の医療崩壊直結する最大の愚策に批判が殺到する

ことは当然です。そこで、荒井知事は県医師会との話し合いでこの政策の「事実上の凍結」を約束し、政

策協定を結んだとのことです。しかし、次期の奈良県知事の任期は 2019 年～2022 年までの 4 年間であ

り、第 3 期計画に明記されている地域別診療報酬導入の検討時期は 2024 年です。すなわち、2023 年の

選挙で選ばれる県知事の仕事であって、荒井知事は県医師会に対し何も約束しなかったのと同じです。も

し、地域別診療報酬を取り下げるのであれば、第 3 期計画からすみやかに削除すべきです。さらに荒井

知事は、今年 5 月に開催された財政制度審議会の公聴会での奈良県の取り組みの紹介で、再び地域別診

療報酬の活用を持ち出しており、県医師会への「凍結」約束がまったくの空手形であったことが明らかに

なりました。 

2018 年 6 月議会にむけ、奈良県保険医協会や奈良民医連と共同で「地域別診療報酬導入検討撤回」の

市町村議会意見書採択要請の取り組みを行い、大和高田市、河合町、川西町の３自治体で採択されていま

す。 

 

４）後期高齢者医療制度 

2018 年度には所得割５割軽減が廃止されています。また、元被扶養者への均等割９割軽減が５割へ、

2019 年度には軽減制度がなくなり、大幅な改悪となっています。一方、低所得者層への 9 割特例軽減も

狙われています。 

2019 年 3 月の市町村議会に向け、奈良県保険医協会や奈良民医連と共同で「75歳以上の窓口 2 割負担

反対」の意見書採択要請を行いました。6月議会に向け、運動を継続します。 

 

５）第 7期介護保険 

第７期介護保険料基準月額の県平均額は 5934 円（第６期から 420 円、7.6％上昇）となり、10%以上

上昇した自治体は 16にのぼります。高齢化した山間部町村においてはもはや「払えない」保険料となっ

ています。2017 年より一部被保険者の利用料３割負担化や高額サービス費還付額値上げが行われ、今後

さらに訪問介護の生活援助サービスの回数規制や「卒業ありき」の自立支援型介護への誘導が進められま

す。県内の特別養護老人ホーム待機者数は 3187 人（2016 年度）です。要支援者向け「総合サービス」の

整備が各市町村ですすんでいますが、介護報酬の低さなどから指定事業所が少ないことやサービスの担

い手が確保できない問題が報じられています。総合サービスの担い手への研修がわずか数時間である自

治体も多く、安全や倫理上の問題があります。 

第 21 期の取り組みとしては、自治体との懇談の中で「介護予防日常生活支援総合事業」は無資格者に

よる安上がりなサービスを導入せず、現行相当サービスを続けてほしい②特別養護老人ホームは要介護

１又は２でも一定要件があれば入所可能、道を確保してほしい③入所サービスの補足給付申請にあたり



 

 

銀行通帳の添付強制は行わず自己申告を尊重してほしい等を要望しました。 

介護保険料区分が、市町村によって格差があることが年金者組合の中で議論になっています。年金者組

合として不服審査請求を奈良市、生駒市、平群町、王寺町、三郷町、香芝市、上牧町、大和高田市、橿原

市、大和郡山市の 10支部で 140 名申し立てを行ない、3 会場で口頭陳述を行いました。陳述について県

介護保険課は「保険料に関することのみ陳述を認めるが、それ以外のことは質問・意見は受けない」とい

う態度に終始しました。言論表現の自由を抑制するものとして強く抗議する中で陳述が行われました。市

町村での段階区分に対して「なぜ格差が生じるのか」「国の負担率を引き上げるよう要望すべきではない

か」等、高齢者の生活実態を述べながら税（料）の負担は応能負担であるべきと主張し、憲法第 25条が

社会福祉、社会保障を向上、増進しなければならないと述べていることを根拠に、国の負担率引き上げと

被保険者の負担軽減を求め、引き続き不服審査請求運動を継続することを確認しています。 

奈良市が介護支援専門員を対象に大東市の担当課長を招いての学習会を実施するなど、「卒業ありき」

の偽りの「自立」支援を推進する動きが出ています。奈良市社保協は 1 月 9 日、大阪社保協の日下部雅

喜氏を講師に、緊急学習会を開催し、介護保険制度や自立の概念の正確な理解について共有しました。 

 

６）子どもの貧困対策と子どもの福祉医療制度 

①子どもの貧困対策 

奈良県は 2020 年度に予定している「経済的困難及び社会生活上の困難を抱える子どもたちを支援する

奈良県計画」の改定に先立ち、2019 年８月～10 月に「子どもの生活に関する実態調査」を実施し、実態

把握を行います。調査内容についての専門家や県民の意見の反映が必要です。また、結果のすみやか公表

で、奈良県のリアルな実態を県民に明らかにすることが求められます。 

県内における子ども食堂の開設数は 35 ヶ所を超えています。県や市町村による子ども食堂開設・運営

への補助拡充が求められます。 

土庫病院が実施する「おひさん食堂」は毎月一回地域の子供たちや親、高齢者に食事を提供、交流の場

として定着し、一周年を迎え、総会を成功させました。子どもの貧困に手を差し伸べる取り組みが求めら

れています。桜井市の大福診療所では地域の子供たちを対象とした「無料宿題会」を行っています。 

②就学援助制度 

各自治体にむけ就学援助制度の捕捉率を高める運動が大切です。入学準備資金の前年度末給付を求め

る運動が各市町村で取り組まれ、前進しました。 

③子どもの福祉医療制度 

奈良県では 2016 年度より入院・通院とも中学卒までの無料化（但１０００円まで自己負担あり）が実

現しました。一方、窓口無料化は 2019 年度より就学前のみを対象に予定されています。外来・入院とも

中学まで窓口無料を求める運動が必要です。 

 

７）生活保護問題、生活保護の権利守るたたかいの前進 

奈良県の生活保護世帯数、被保護人数は 2017 年には 15072 世帯、246458 人となっています。安倍政

権は 2018 年から 3 年間かけて「生活扶助費」の最大５％引下げを推進しており凡そ７割の世帯が減額と

なります。現在、奈良県内では奈良市通院交通費訴訟の部分勝訴の後、２０１３年から引き続く生活保護

基準切り下げに対して違憲訴訟（２５条違反―いのちのとりで裁判）が係争中で２世帯 5 人の原告が全

国１０００人の仲間とともに頑張っています。愛知に引き続き全国に先駆けて近いうちに結審が予想さ



 

 

れます。さらに２０１８年１０月からの新たな保護基準切り下げに対しては「負のスパイラルは許さな

い」として県内でも２０人の保護受給者が知事に対する審査請求を行い、現在福祉事務所からの弁明に対

して反論書が提出されました。 

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。保護課への警察官ＯＢの配置もあります。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。 

 

８）年金削減に異議あり、裁判支援の取り組み 

 全国ですすむ年金引き下げ違憲訴訟は 5千人を超える原告が国を相手にたたかいを継続しています。 

奈良県の裁判は、支援する会とともに２８人の原告がたたかいを進めていますが、２月２１日に行われた

進行協議で、大阪地裁は原告側の全員の立証計画を認めました。これを受け、原告および弁護団は数回に

わたる弁護団・証人会議を開き、４月２２日には「模擬法廷」も開催し、準備を進めました。5 月８日、

大阪地方裁判所において第 15 回目の奈良の年金裁判が開かれました。2016 年 6 月に提訴してから３年

が経過、原告らは公判ごとに意見陳述を重ねてきました。昨年 12 月 25 日の進行協議において、原告側

からの証人申請を行い、被告側の証人として当時の「年金局長を出してほしい」と主張してきた経過もあ

ります。今度の裁判では、学者、現役労働者、医療関係者、女性原告、そして男性原告合わせて 11名を

申請していました。その結果、全員が証人として採用されたということ、また全国の年金裁判で奈良事案

での証人採用が初めてということで注目されていました。特に学者の証人（唐鎌直義立命館大学特任教

授、井上英夫金沢大学名誉教授）は、この裁判を通じて画期的なものでした。さらに弁護団も強化され、

東京、名古屋、広島、岡山、京都、大阪の弁護士も補佐人として申請し、承認されての法廷となりました。

この裁判には年金者組合の２府４県の近畿ブロックからも支援に駆けつけ、傍聴席をいっぱいにしてく

れました。午前 10 時から午後４時まで 11名の尋問が続いた長い 1 日でした。 

 原告側は、これまでの準備署名では、減額は憲法 25 条、13 条、29 条が問われていることを基本に追

及してきました。安倍政権は憲法９条の明文改憲に踏み込むことを明言し、準備を進めています。その９

条改憲と表裏一体の関係にある 25 条がいかに粗末に扱われているかということです。 

国、被告側は 11 名の尋問に対して、1 人にたいしてのみ尋問して終わりました。なぜ一人にしか尋問

しなかったのか疑問です。裁判官は、これから両方の言い分を整理して、国側の証人調べをどの段階です

るのか、しないのかを決めていきます。私たちは、公正判決を求める署名運動で世論を大きく広げて、本

当に憲法を裁判所が守るかどうか、憲法を見殺しにしていいのかを世論に訴えていく運動を最後まで続

けていく決意です。次回の公判は 8月 9 日の午後 2時からです。みなさんの大きな支援をお願いします。 

 

９）障がい者の問題と取り組み 

2018 年度に行われた障害福祉サービス等報酬改定では、国は「客観性・透明性の向上を図る」として、

見直しを行いました。「きょうされん」では、全国で影響調査を行ったところ、事業所の 6割が減収とな

り、300 万円も減ったところが 33％にも及びました。特に、精神障害のある人が通所する事業所では 7

割が減収となりました。「生産性・効率性」には馴染まない人たちが、福祉的就労の場から排除され、働

く可能性や選択を狭められることが懸念されています。また、深刻な職員の人手不足を解消するどころか

ますます悪化させる事態となりました。 

旧優生保護法における強制不妊手術の問題では、宮城県の女性の訴えがきっかけとなり、現在 7 つの



 

 

地裁へ 20 人の原告が国を訴えています。原告からは「子どもを授かる夢を断たれた」「元の体を返して

ほしい」と悲痛な思いが書かれています。厚労省の調べでは１万 6475 人に同意なく不妊手術が行われた

とされています。2019 年 4 月 24 日には、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金

の支給等に関する法律案」（以下、一時金支給法）が可決、成立しました。「一時金の支給」ではなく「被

害者の人権と尊厳の回復」「謝罪と補償」を明記し、配偶者を含む被害者の家族を対象とするよう求めて

きましたが、違憲を認めず、当事者の声に耳を傾けることなく「一時金 320 万円」で、本人のみを保障対

象とするとしました。 

奈良県内での旧優生保護法による強制不妊手術について、奈良県は３７人分の資料を確認しています。

県保健予防課によると、内訳は女性２６人、男性１１人。通知書に記された当時の年齢は、女性が１８～

３８歳で、男性は１３～３３歳、当時の健康診断書には統合失調症や知的障害などの記載があったと発表

しています。 

中央省庁で障害者の雇用数が水増しされていた問題について 28 の国の機関で 3700 人が不正計上され

ていたことが分かりました。昨年 10 月 22 日、国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検

証委員会が報告書を公表、死亡した人や退職者を算定するなどが明らかになりました。今年 2 月には障

害者採用の初の統一試験が行われましたが、短期間での大量採用の実施性を疑問視する声や「数合わせ」

への拙速な雇用への懸念が出されています。 

奈良県教育委員会は 8月 31日、公立学校の教職員らの障害者雇用率（６月１日現在）について、手帳

を確認せずに１２８人分を算入し、うち５４人は手帳を持っていなかったり、有無を確認できなかったり

するなどしたと発表しました。県教育委員会によると、教職員の過去の自己申告や校長、市町村教委から

の報告をもとに算入しており、手帳の有無は採用時に確認するだけでした。128 人のうち手帳原本を確認

できたのは 74 人で、これを踏まえた雇用率は 1.53％となり、法定雇用率の 2.4％を下回っています。今

年７月に奈良労働局に報告した障害者雇用率は 2.43％でした。奈良県も 31日、障害者雇用率に算定して

いた 66人のうち 5人は手帳を持っておらず、２人は病気休職中で確認できなかったと発表しました。 

 

10）消費税率アップ反対の取り組み 

私たちは、税金の集め方、使い方を憲法の理念にそって是正すべきと考えています。「能力に応じて税

金を集める」という憲法の理念に基づき、大儲けしている大企業や富裕層に応分の税負担を求めるべきで

す。そして「国民のくらし、福祉、教育を優先する」という憲法の理念に沿って見直し、5兆円を超える

防衛費や不要不急の大型公共工事、政党助成金などの無駄遣いを改めれば財源は生まれます。 

消費税は、景気を冷え込ませ、所得の少ない人ほど負担が重い税金です。消費税は、輸出戻し税制度や、

正社員をリストラし、派遣やパート労働に置き換えることで消費税を減らせるなど大企業の優遇につな

がる不公平な税金です。一方中小企業にとっては経営が赤字でも消費税を払わなければならない営業破

壊税です。結果として膨大な滞納を招くことになり財政健全化にはつながりません。 

安倍政権は 10 月から消費税率 10％への引き上げと複数税率の導入を狙っています。これにより、年間

4 兆 6000 億円、1 世帯当たり 8 万円もの増税になると言われています。 

また、新しく導入が予定されている「軽減」税率は、軽減ではなく据え置きであることと合わせ、運送

や生産に関わる経費には 10%税率が適用されるため、価格が据え置かれることすら困難となります。 

また、「軽減」税率が導入されても、低所得者ほど税負担率が高くなるという消費税の逆進性は解消さ

れず拡大することになります。そして、2023 年に導入される「インボイス（適格請求書）制度」は地域



 

 

経済を担う中小業者にとって大きな負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題が

あります。 

今年 10月からの消費税 10%への引き上げに反対する「10％ストップネット」が呼びかけた署名運動が

進んでいます。今年 10月からの消費税増税をストップさせれば、政府にとって３度目の増税断念となり、

消費税に頼らない財源づくりに向かう道が開かれます。消費税 10％大増税も改憲もストップさせるため

奮闘しましょう。 

2019 年 3 月の市町村議会に向け、奈良県商工団体連合会や奈良民医連と共同で「消費税１０％増税反

対」の意見書採択要請を行いました。6 月議会に向け、運動を継続します。 

 3 月 13 日には奈良県商工団体連合会主催の重税反対全国統一行動奈良県集会が県内各地で開催され、

消費税増税反対の声を上げ集団申告を行いました。４月１日には消費税反対連絡会の宣伝、署名を取り組

みました。 

 

11）中央社保協・近畿ブロック・奈良県自治体キャラバンへの結集、運営の改善、組織づくり 

中央社保協、社保協近畿ブロックへの結集を引き続き強めました。奈良県自治体キャラバンに結集し、

県民の切実な要求を掲げ、市町村と懇談を行いました。奈良県社保協ニュースは４回発行しました。各市

町村の学習会への講師派遣等を強め、引き続き粘り強く地域社保協づくりを訴えていきます。社会保障と

憲法２５条を守る総がかり運動を推進し、さまざまな団体・個人と手をつなぎます。 

中央社保学校が 2018 年９月６日～８日に滋賀県で行われ、社保協近畿ブロックが事務局を担い、成功

させました。奈良県社保協は財政援助等も行い、奈良からは 2桁の参加となりました 

いっせい地方選挙や奈良県知事選など県政をめぐる重要な政治戦を迎えるなか、国民大運動奈良県実

行委員会や奈良自治体問題研究所等と協力し、2018 年度奈良県自治体キャラバンのプレ企画「これでい

いのか奈良県政１０・５まちづくり、くらし、医療・福祉学習交流集会」を開催し、延べ 150 人の参加で

成功させました。 

 

＜３＞２０１９年度の活動方針 

１、安倍「９条」改憲に断固反対します、戦争法の廃止、立憲主義の回復、時代に逆行する明文改憲を阻

止する国民的運動の一翼を担います。 

２、安倍政権による医療・介護・福祉解体路線を許さず、「人権」としての社会保障を国と地方自治体に

求める運動を県民と共同して推進します。 

３、消費税増税を許さない運動を推進します。「10％STOP ネット」と消費税各界連に結集し、「10％増

税ストップ署名」を推進します。県及び市町村議会での意見書採択要請を行います。 

４、国保県単位化による保険料(税)の上昇や徴収強化に反対し、改善を求める運動に取り組みます。県及

び市町村議会での意見書採択の要請や奈良県議会向けの請願署名に取り組みます。 

５、75 歳以上の医療費窓口 2 割負担反対の運動に取り組みます。県及び市町村議会での意見書採択要請

を行います。 

６、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基準緩和型サービスの

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

す。生活支援への回数制限、要介護１～２へのサービスの介護保険外し、ケアプランの有料化に反対



 

 

します。介護報酬の大幅引き上げと介護従事者の処遇改善を求め運動します。 

７、生活保護基準の引き下げや制度改悪に反対する運動に取り組みます。生存権裁判を支援する奈良の会

に結集し、生存権裁判闘争を支援します。 

８、年金の引き下げや制度改悪に反対する運動に取り組みます。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。 

９、障害のある人が社会に参加し、地域で豊かなくらしを築く権利の保障をめざします。 

10、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の前進のため運動します。 

11、社会保障への公的責任を投げ捨て、地域住民に自助・互助を押し付ける「丸ごと・我が事共生社会」

の推進に反対します。 

12、社会保険料徴収や課税の強化、国民監視目的のマイナンバー制度反対の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、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。社会保障と憲法２５条を守る総がかり

運動を推進するため、さまざまな団体・個人と手をつなぎます。 

15、夏の参議院選挙での立憲野党共闘候補勝利と憲法擁護・社会保障推進勢力の躍進を求めます。 

 

＜４＞活動日誌 

６／２３（土）奈良県社保協第 21回定期総会（奈良県文化会館・集会室ＡＢ、60名） 

 

７／ ４（水）中央社保協総会（東京・菊池） 

７／ ５（木）奈良のいのちの砦裁判(奈良地裁、飯尾、菊池 20名) 

７／ ７（土）高田市民協総会（国保学習会：菊池） 

７／１０（火）第１回常任幹事会(奈労連会議室) 

７／１１（水）奈良の年金切り下げ違憲裁判第１１回期日（大阪地裁） 

７／１１（水）「１０・５学習交流会」第 1回実行委員会（教育会館会議室） 

７／１７（火）奈良民医連「経済的事由による手遅れ死亡調査」記者発表（県政記者クラブ） 

７／２８（土）奈良革新懇・県政学習会「奈良県の医療問題」（エルトピア奈良） 

７／３０（日）～３１（月）社保協近畿ブロック合宿（十津川村） 

 

８／１０（金）第２回常任幹事会（奈労連会議室） 

 

９／ ６（木）～８（土）中央社保学校 in滋賀(藤垣・柴田・井ノ尾・石堂・中村篤子・菊池他数名) 

９／１９（水）「安倍改憲ＮＯ！安保法制廃止！奈良市民連合決起集会＆パレード」（ＪＲ奈良） 

 

１０／ ５（金）昼の部・奈良県の地域医療問題シンポ（65名）・県政問題ポイント学習会（20名） 

夜の記念講演 立命館大学 森裕之氏 （60名） 

奈良の年金切り下げ違憲裁判第１２回期日（大阪地裁） 

１０／１０（水）第３回常任幹事会（奈労連会議室） 

１０／１１（木）憲法・いのち・社会保障まもる国民集会（日比谷野音） 

１０／１５（月）奈良の年金者一揆、奈良県自治体キャラバンスタート集会（近鉄奈良） 

１０／１６（火）いのちの砦裁判期日（奈良地裁） 

１０／２６（金）国民大運動実行委員会・奈良県民集会（近鉄奈良駅行基前） 

 

１１／ １（木）生活保護学習会 花園大学吉永純教授(エルトピア奈良／６０名・飯尾・菊池) 

１１／２３（金）地域医療を守る運動全国交流集会（東京ビッグサイト） 



 

 

１１／２５～２６（日・月）日本高齢者大会 in熱海（藤垣・清水・菊池他５名） 

１１／３０（金）奈良の年金切り下げ違憲裁判第１３回期日（大阪地裁） 

 

１２／ ４（火）第４回常任幹事会（奈労連会議室） 

１２／ ９（日）各界連消費税学習会 立正大学授浦野広明教授（奈良県産業会館大会議室／５０名）） 

１２／１４（金）奈良の年金者一揆（生駒駅前） 

 

１／ ８（火）奈良市社保協介護保険問題緊急学習会（日下部雅喜氏・７０名） 

１／２０（日）奈良県保険医協会会員集会・国保問題学習会（菊池） 

１／２４（木）いのちの砦裁判期日（奈良地裁） 

日本共産党奈良地区委員会・国保問題学習会（菊池） 

１／２９（火）第 5回常任幹事会（奈労連会議室） 

 

２／ ３（日）社保協西日本ブロック国保差し押さえ問題学習会（博多・菊池） 

２／１５（金）生駒駅前「奈良の年金者一揆」（近鉄奈良） 

２／２１（木）奈良の年金切り下げ違憲裁判進行協議（大阪地裁） 

２／２６（火）第６回常任幹事会（奈労連会議室） 

 

３／ ５（火）奈良の年金切り下げ違憲裁判原告団・証人会議（生涯学習センター） 

３／ ９（土）中央社保協全国代表者会議（東京・菊池） 

３／１０（日）原発ゼロ・震災復興をめざす奈良のつどい（JR奈良駅前広場） 

３／１３（水）重税反対全国統一行動奈良県集会（奈良集会／葛城集会／桜井集会／吉野集会） 

３／１８（月）新日本婦人の会登美ヶ丘班・国保問題学習会（菊池） 

３／２０（水）第７回常任幹事会（教育会館） 

３／２８（木）奈良の年金切り下げ違憲裁判弁護団・証人会議（生涯学習センター） 

３／２８（木）14:30～奈良民医連国保問題学習会（吉田病院／菊池・桝井） 

 

４／ １（月）消費増税反対、各界連統一宣伝(近鉄奈良駅／柴田・菊池他数名) 

４／１５（月）奈良の年金者一揆（王寺駅前） 

４／１８（木）いのちの砦裁判期日（奈良地裁／飯尾・菊池３０名） 

４／２２（月）奈良の年金切り下げ違憲裁判・模擬法廷 

４／２５（木）第８回常任幹事会（奈労連） 

４／２７（土）きょうされん「星に語りて」上映会（大和郡山市市民交流館） 

 

５／ ８（水）奈良の年金切り下げ違憲裁判第１４回期日（大阪地裁） 

５／１８（土）きょうされん・民医連「夜明け前」上映会（吉田病院） 


