︵１面からのつづき︶

﹁全世代型社会保障制度改革﹂って何？
私もそうですが家計
すことは必要と考えま

にするためにも問い直
割負担

介護利用料の原則２

その狙いはあなたの負担増と給付削減

のやり繰りを国の財政
改革の中心は医療と
保育への公費の削減

要介護１・２の介護

まいます︒面白い数字
介護制度かとおもいま
⁝等々

す︒

を見つけましたので紹
すが︑具体的な検討内

制度と同様に考えてし

員は企業に雇用される契
介します︒出典は財政
容なども知っておく必

るなどの驚くべき実態を
態をリアルに語られまし

いがしろにされている実
９９０年の社会保障費

比較したものです︒１

国の当初予算ベースを
は２週間︒療養病院に

いますが急性期病院に

療養病院でがんばって
減の首謀者は﹁財界の

します︒負担増と給付

変だ﹂﹁困った﹂を発信

ク ト 発 足 の 経 緯︑﹁ 自 慢

フェで活躍してほしい﹂
報告︒労働組合が敵視さ
た︒

私は﹁大

考えたのは﹁財界代

保険外し

約社員︵１年更新︶とな
ていること︑会社の言い
制度審議会のもので
要が大事とおもいま

学童民営化の実態

トークセッション

北河内に春をよぶつどい
とも

とも

﹃ゆめ伴プロジェ

表﹂中心？

↓ゆめ伴カフェ︑などの
れ︑団体交渉が拒否され

寛氏
守口市学童保育
︶
指導員労働組合
った︑企業は保護者会に

なりにならざるを得ない
す︒１９９０年と２０
す︒ 歳になる母親も

矢野

介入し︑指導員と保護者
指導員が増えてきてお
１５年のものですが︑

クト﹄の実践について﹂

の歌声をステージで披露
会の関与を時間外であっ
り︑保護者と子どもがな

と題して報告︒プロジェ

したい﹂↓ゆめ伴コンサ
ても徹底的に制限してい

取り組みの中身を解説

︵

ー ト︑﹁ 認 知 症 の 母 に カ

ゆめ伴 プロ ジ ェ ク ト に つ い て
門真市社会福祉協議会
︶
事務局次長

藤江冬人氏
︵

ちへ

国民の間の 分 断
江田みどり氏
門真・守口生活と健
︶
康を守る会事務局長

出費目はほとんど変化

なっています︒他の歳

・５％占めるように

ですが２０１５年には

・６％

にとっては﹁転医﹂と

なられました︒高齢者

の転医後の翌日に亡く

ご主人は療養病院から

ています︒知り合いの

は２か月などといわれ

ら﹁困った﹂とのおし

も私は生活者の視点か

っているようです︒で

からの批判がわきおこ

関係団体や国民・市民

いわれています︒当然

代表﹂中心の審議会と

とを報告しました︒

託され︵公設民営︶︑指導
けいはん医療生協副理
︶
事長︑みい診療所所長

高尾所長は︑まず一人

︵

多い︑問題は生保利用者
暮らし後継者の増加と困

と報告︒かどま民主連絡

と他の市民との軋轢とい
った時に頼れる人がいな

は歳出全体の

していません︒問題は
いうことの特別の困難

し︑厚生労働省の﹁健康

生存率等を説明︒それに
・９％
ゃべりの輪をさざ波の

矢野氏は︑今年度から

対する︑けいはん医療生
歳入で税収が
も﹁制度だから﹂と︒
ように広げることが肝

寿命をのばそう！アワー

協の地域サポート活動
から ・５と減ってい
よく﹁たらい回し﹂な
要と考えています︒そ

藤江氏は﹁認知症にな

会︵民主センター︶の歴
︵ボランティア活動︑有
ることです︒消費税は
どと言われている実態
の為にも身内・会員か

高齢者の生活・暮らし

史と役割を紹介し︑セン
償ボランティアあいちゃ
導入されていますが税
のことです︒今後の闘
らご近所へそして地域

学童保育が民間企業に委

江田氏は︑生健会事務
ター引っ越しを契機に地
ん︑サークル︑居場所・
収の落ち込みは﹁景気
いというか運動の在り
へが大事と︒お互いし

ド最優秀賞﹂を受けたこ

局長になって 年経つ︑
域に開かれた役割をもち
憩いの場︑無料低額診療
の低迷﹂ といえます
方もありますので主な

ってもキラキラ輝けるま

昔の相談は府営住宅のこ
たい︑医療生協もぜひ参
等々︶をスライドで具体
が︑要するに法人税や

った国民同士の分断がひ
い高齢者の存在︑孤独を

場での事例を実感をこめ
ことがみてとれます︒

所得税の減収している
していただきます︒

内容の列記にとどめさ

めざす確かな力・運動

会保障制度を守り拡充

ゃべりあう中でこそ社

編集部︶

て語りました︒
目白押しの改悪項目

︵文責

問題ありと︒もちろん

のではなく財政政策に

﹁ない袖は振れない﹂

きいかがわかります︒

拡大

医薬品の保険外しの

入

受診時定額負担の導

負担

は勇気百倍です︒

望をされていることに

費拡充﹂など国への要

や保険者等からも﹁公

度に関わる様々な団体

と︒最後に社会保障制

の飛躍が勝ち取れる

社会保障の制度の在り
病床削減

︵ 門真南支部

歳以上の原則２割

ようについてはウソや

医師の働き方の見直

減税の政策がいかに大

賃金引き下げや法人税

感じる高齢者の 年後の

となどが中心であったが
画して欲しいと熱弁をふ
的に紹介し︑診察室の現

高尾文介氏

今は圧倒的に生活保護で
るいました︒

どいということである︑

笑顔いっぱいのしゃべり場
年があけ︑３行政区で︑組合員と職員で作り上げる﹁しゃべり場﹂
が開催され︑大きく成功しました︒写真で紹介します︒
ゴマカシではなく無駄

清︶

し ︵勤務医含む︶

運営委員 中橋

を省いて暮らしを豊か

出席すると思うと身が
引き締まる思いです︒
でもあります︒ニュー

それと同時に楽しみ
くことになりました︒

ヨークでどんな思いに

原水爆禁止世界大会
ニューヨークに参加します
診療所医療事務の森哲

あるのか︒帰国してそ

触れるのか︑出会いが
広島に原爆が落とさ

れらをけいはん医療生

也と申します︒
年︒世界的にも

村さんは寝屋川市教組

松村忠臣さんです︒松

事務局長をされたのが

てきました︒その初代

市民運動の母体となっ

８５年６月に結成され

寝屋川革新懇は １９

ついて執筆を開始しま

職員組合運動の歴史に

現代史の教育運動︑教

ら構想していた日本近

た︒告知後︑かねてか

半﹂ と告知されまし

見 つ か り︑
﹁余命 １年

２０１８年９月癌が

が︑寝屋川での全中学

し た︒ 一 読 し ま し た

ぎ出版から出版されま

に︱﹄と題してせせら

び戦場に送らないため

学ぶ︱教え子をふたた

史の〝教育遺産〟から

ぎ︑本は﹃日本近現代

松村さんの遺志を継

一人 分程度の時間

３月 日︵金︶

表して行かせていただ

けいはん医療生協を代

原水爆禁止世界大会に

クではじめて開かれる

この度︑ニューヨー

ようとするこの大会に

識を共有し︑一つにし

り︑平和への思いや意

中︑世界中の人が集ま

差別やヘイトが渦巻く

みどり診療所 森哲也

っています︒

への一助になればと思

協に還元し︑平和活動

れて

委員長︑大教組執行委

した︒闘病しながら︑

校区教育懇談会の記述

です︒お気軽にご相談

く︑寝屋川では ３００
人あまりの参加者でし
た︒支部長︑運営委員
の皆さんの奮闘の結果
です︒ご苦労様でした︒
理事になり５年あま
りですが︑なかなか医
療生協の活動に専念で
きず心苦しく思ってい
ます︒といいますのも

職種連携及びボランティ

■法律相談︵要予約︶
時

問い合わせはサポー
トセンターへ
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みどり診療所
今年度の日曜健診は

時

終了︵平日の受診をお
願いします︶︒

◎ハイキング
〇淀の河津桜
３月 日︵木︶
京阪淀駅改札

〇三井寺から琵琶湖疎
水の桜
４月１日︵水︶

両方とも雨天中止
担当・尾崎
︵０９０ ３
‑９７２ １
‑
４７９︶

組合員数 12,597名

は︑全体で６００人近

員︑全教委員長を歴任

驚くほどのスピードで

は私の教師生活と重な

下さい︒

い﹂と今の暮らしに満足

ア・有償ボランティアな

京阪三条改札口９時

され︑革新懇運動にも

執筆し︑昨年末には最

り懐かしい想い出で

を解消することも大切で

す︒平成 年大阪市の統

しています︒すなわち︑

どのサポートで皆が明る

2020年２月１日現在

みい診療所

貢献されました︒退職

終章に着手しました

他にいくつかの役をや

アンケート調査では約

す︒けいはん医療生協の

計では孤独死は約 １１０

多くの一人暮らし高齢者

い一人暮らしができるよ

組合員現勢

伝伝 言言 板板

後は︑大学や看護専門

す︒興味のある方は︑
村上眞也

萱島駅から徒歩５分

理事

談相手がいない不安や生

■日曜健診

７〜８割の一人暮らしの

組合員にも一人暮らしの

０人で８割は男性です︒

が今の暮らしに不満を持

うになればと思います︒
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20 27
活に不便なところに困っ

性のほうが社交性がある

高齢者は﹁現在の自分の

高齢者が多数います︒今

一人暮らしの高齢者にと

っていません︒一方︑相

8,803世帯
世帯数

ぜひ購読下さい︒

が︑２行を書いた未完

死亡リスクの調査です︒

分逝去されまし

学校で教鞭をとり︑子

㉒

ているのも事実です︒で
きるだけ一日でも長く︑
安心して楽しく暮らせる
ためには生活の不便さを
改善することが必要で︑

のではないかと推測され

生活に満足﹂︑また︑﹁今

後更なる医療と介護の多

時

科学省事務次官・前川

診察室よもやま話

結果は男性高齢者の一人
暮らしの形態だけでは健
康に影響しませんが︑孤
独感を感じると健康に影
響します︒一方︑女性は

後一人暮らしの高齢者が

一人暮らしのもう一つ

のまま一人暮らしでよ

同時に地域活動で孤独感

戦後我が国の総人口は

さらに増えていくと見込

の大きな問題は孤独死で

あまり差がないです︵女

増加しつづけていました

まれます︒オランダのア

文介

が︑２００８年をピーク

ムステルダムの調査で

一人暮らしの高齢者の社

っては切実な問題です︒
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ます︶︒

に 減 少 に 転 じ ま し た︒

増え︑女性が男性の２・

会的孤立という状態と孤

年間観察しました︒

歳以上の高齢者４００人

高尾

独感を感じる状態による

っており︑その一つが

た︒享年 歳︒

75
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のまま１月４日午前

た︒
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どもと教育を守る活動

で成功しました︒
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喜平氏の講演会を開催

門真

が︑一人暮らしの高齢者
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︵
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ありとても深刻な内容が
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