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 第 1 号議案 第 21 期活動報告及び第 22 期活動方針の件 

1.情勢について  

①この１年間の大きな変化は、民主党野田政権から自公安倍政権が復活したことです。 

 野田政権は、社会保障改革推進法、消費税増税法を成立させ、オスプレー沖縄基地配備

と国内訓練飛行承認、大飯原発再稼働、TPP 参加意向、東日本大震災復興復旧の遅れ、福

島原発事故収束宣言などで国民の批判と失望で支持を失い 12 月総選挙で大敗し、自公安倍

政権に交代しました。 

しかし、自民党は、比例選挙で 27%の得票にも関わらず、小選挙区で民主党の劇的敗北

の結果、衆議院小選挙区 43%得票で 8 割の議席を確保しました。そして内閣支持率 60%代

を維持していますが、憲法 96 条改訂に反対 54%、賛成 38%(2013.5 朝日)と政策への支持が

尐ないなかで衆議院多数議席を背景に自公安倍政権は、危険な暴走を続けています。 

  

②改憲と社会保障解体の安倍内閣の危険性に対して国民の反撃運動が広がっています。 

「アベノミクス」(三本の矢)は、ごく一部の人に巨億の富(12 年 11 月から 5 か月間に 12

人で株時価増加額は 1 兆 1755 億円)を生む一方、国民生活は、エネルギーや食糧品の高騰

などで生活と生業に困難を深めています。この先、安倍政権は、10 月に物価引上げ 2%を

達成し、消費税増税(2014.4、8%)を目論んでいます。 

また、憲法 96 条を改悪し、立憲主義を否定する改憲への布石をめざしています。さらに、

TPP 参加、日本の屈辱の日の 4 月 28 日に「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」を強

行、沖縄米軍基地の固定化になる辺野古へ基地移転、NPT の「核兵器の人道的影響に関す

る共同声明」署名の拒否、原発再稼働表明、海外へ原発輸出、マイナンバー法強行など国

民の意思との矛盾は一層拡大しています。 

東日本大震災による避難者は、被災当初の 47 万人から未だに 30.9 万人(2013.4.4 復興庁)

と 7 割近くの人が元に戻れず先の見通しも立たない状況です。高齢者の中では、介護認定

者が増え、医療や介護の手厚いケア体制が求められています。復興住宅宅建設、営業の目

途と就労の場を作ることなど早期に実のある復興対策必要です。 

福島県では、避難者 15,5 万人の内県外に３割を超える 5.5 万人が避難しており住む場所

も定まらずにいます。また度重なる福島原発の停電や汚染水漏れ事故など不安を広げてい

ます。早期に事故原因究明、廃炉への計画、除染対策が必要です。 

このような中で、安保条約破棄・憲法改悪反対・東日本大震災早期復旧復興・原発ゼロ

と再稼働反対・TPP 参加反対・消費税増税反対・社会保障改悪反対・生活保護費引下げ反

対・年金引き下げ反対・後期高齢者医療制度廃止・保育所増設要求など各分野で運動が広

がっています。 

 

③社会保障解体を許さず、長寿をみんなが祝福できる真の社会保障の確立を 

社会保障制度改革国民会議は、8 月報告めざして医療・介護・年金・尐子化・生活保護な

ど改悪の具体的な議論を進めています。並行して論議されている安倍総理を議長とする「産

業競争力会議」(6 月報告書提出予定)が 3 月にまとめた「長寿社会の実現」(別紙資料 1)に
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は、今後公的社会保障を営利市場に開放するという重大問題が含まれています。 

それによると、「現在社会保障制度で支えている医療・介護などに産業化の視点を十分取

り込み、効率性・高付加化価値化を追求し、多くの事業者が参入するインセンティブを導

入することが重要である」(資料 1)として、社会保障負担の削減に向けて、具体的な提言を

しています。風邪は 7 割負担、尐額の治療費は全額負担、75 才以上 2 割負担など例示し、

自己責任と自己負担を求めています。 

さらに、「各種規制を撤廃し・・・新たなマーケットを創造する(保険外併用療養のさらな

る範囲の拡大、民間による介護・保育サービスの促進等)」と社会保障制度を解体し、民間

営利市場に開放するなど財界要求を露骨に打ち出しています。 

この政策は、すでにイギリスで経験し破綻している新自由主義(資料 2 厚生労働白書)の推

進であり、関税廃止や非関税規制廃止を求められる TPP 参加とも一体となって国民生活破

壊につながります。 

また、高齢者対象の市場規模を 2025 年 101 兆円(2007 年 63 兆)と予測し財界は、超高齢

社会をビックチャンスとしています。 

例えば、いま深刻になっている高齢者の住まい問題では、公的な特養建設や介護施設、

介護付き公営住宅建設でなく、民間営利市場に委ねる「サービス付き高齢者向け住宅」を

中所得者向けに 2020 年までに 60 万戸建設(2013.3 現在 10 万戸)し、市場拡大のチャンスと

位置付けています。 

しかし、この高齢者住宅建設だけでは、一人ぐらしや介護を必要とする低所得者の住ま

い問題の解決にはなりません。 

日本は、「備えなき超高齢社会」を迎えていますが、「老人漂流社会」に象徴されるよう

に、高齢者の格差と貧困の拡大で、終の住み家を持つことができず、制度の狭間で漂流し

医療や介護のサービスもまともに受けられず人権も保障されない状況です。    

安倍政権の新自由主義・構造改革路線の継続では、国民の格差・貧困が一層拡大し、高

齢者をはじめ国民生活は守れません。今まさに、公的責任を明確にした真の社会保障確立

の道か、市場に委ねる自立自助の自己責任社会への道か重大な岐路に直面しています。 

「憲法をいかし、だれもが安心できる国づくり」の運動が重要です。 

 

④地域に高齢期運動を広げ、運動の展望をひらきましょう。 

憲法改悪と社会保障解体許さず、憲法をいかし、真の社会保障制度を実現するため学習

と運動を地域でとりくみましよう。 

 その際、日本の高齢者運動が世界に先駆けて作った「日本高齢者憲章」(1988 年第２回全

国高齢者大会で採択)の学習も合わせて行い、高齢期運動への確信と展望を持つことが大切

です。 

また、地域の実態にも目を向け、地域でひとりぼっちの高齢者をつくらないまちづくり

にとりくみましょう。 

 さらに、世界の高齢者の権利を守るため国連に「高齢者権利条約」をつくる運動もとり

くみましょう。 
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2. 第 21 期活動報告と第 22 期活動方針 

  ※日本高齢者運動連絡会規約の活動計画に沿って 

(1) 地域要求運動発展への援助と、全国的政策課題実現のための連帯をはかり

ます。 

   日本高齢者運動連絡会として、情勢や時の中心的課題を学習し活動交流する最大の

場が日本高齢者大会です。大会では、憲法問題、税と社会保障一体改革、消費税、東

日本大震災からの復興・福島原発事故からの復興、沖縄基地問題など多様なテーマの

学習や分科会が持たれ活動交流し全国の運動発展のためとりくみました。 

また、生存権裁判・生活保護基準引下げ反対・消費税増税 STOP など集会や議員要

請など他団体との共同行動に参加してとりくみました。 

 

第 22 期の活動 

①日本高齢者大会の講座や分科会で学習、活動交流し全国の運動発展につなげます。 

②各団体と共同連帯して、要求実現のためとりくみます。 

 

(2) 日本高齢者大会を企画し、大会成功のために中央実行委員会を結成し、そ

の運営に参加します。 

    「第 26 回日本高齢者大会 in 高松」は、2012 年 10 月 10 日・11 日開催し、延べ 5100

人の参加と企画内容でも参加者が元気の出る大会として成功させました。香川県実行

委員会と四国ブロックが協力・連携した取り組みとして今後の教訓となりました。 

 

第 22 期の活動 

①第 27 回日本高齢者大会は、9 月 12 日・13 日三重県津市で開催します。 

「憲法をいかし たれもが安心できる国づくりへ」をサブテーマに、5000 人を超え

る参加目標です。中央実行委員会は、三重県実行委員会と協力・連携し、企画・運

営を検討し成功をめざします。 

②第２８回大会開催地を早期に決めます。 

 

(3) 関係団体との連携・交流をはかります。 

  ①日本高連として参加している団体 

   生存権裁判を支援する全国連絡会、消費税大増税中止を求める国民集会、日本母親

大会実行委員会(賛助)・中央メーデー実行委員会、日本高齢者 NGO 会議などです。 

  ②各団体の大会、集会へのメッセージ・・ 

  日本母親大会・自治労連・建交労・全国福祉保育労働組合・年金者一揆 2012・全

生連・日本医労連・婦人民主クラブ、日本医療福祉生活協同組合連合会、全日本民

医連などへ挨拶やメッセージを送りました。 

 

第 22 期の活動 

 多くの団体との連携・交流をすすめます。 
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(4) 調査・研究・学習に取り組みます。また、高齢者運動大学を開催します。 

①学習活動について 

恒例の「2・1 中央学習集会」は”生きる権利を考える”をメインテーマで「自公政権

の社会保障動向と国民のいのち、くらしを守る生活保護の役割」(講師安形義弘)の講

演を行い 180 人参加しました。学習会で「生活保護基準引下げ反対」を決議し、厚

労省へ提出しました。また学習会の後、国会前「原発ゼロ首相官邸行動」に 50 人で

参加しました。高齢者運動大学は、開催できませんでした。 

②県連から講師養成に積極的に応え、○○回講師派遣をしました。 

   今後、講師陣の層を厚くしていくことが課題です。 

 

第２２期の活動 

  ①2・1 中央学習集会にとりくみます 

  ②随時、憲法や社会保障問題など学習会の開催や他が主催する学習会の情報提供など 

行います。 

③県連からの講師派遣要請には最大限応えていきます。 

 

(5) 情報・資料の収集と提供をします。学習資料、宣伝資料などを出版します。 

①高齢期運動リポートは、篠崎次男顧問の努力で 17 回(1 回 350 部)発行し、社会保障

情勢の情報提供や解説、高齢期運動への問題提起など全国の活動に役立てました。 

  ②高齢者運動連絡会ニュースは、229 号から 250 号まで、22 回(1 回 3200 部)発行 

日本高齢者大会事務局団体会議報告や各県の活動を掲載し、情報提供と活動交流に

貢献しています。各県からニュースへの投稿や活動情報提供が課題です。 

  

第 22 期の活動  

①高齢期運動連絡会ニュースを継続発行します 

②高齢期運動リポートを継続発行します。 

③日本高連のホームページを活用した情報の発信をします。 

(6) 国際的な交流と連帯を取り組みます。 

  2012 年 10 月に日本高齢者大会の機会を利用し「高齢者権利条約推進会議」を開き、

国連に「高齢者の権権利条約制定」のため要請団を送ることを確認しました。 

  

 第 22 期の活動  

一般社団法人日本高齢期運動サポートセンター・日本高齢者 NGO 会議と連携し、国

連の「高齢者の人権に関する作業部会」へ要請を行います。 

要請の内容と結果は、日本高齢者大会の分科会で報告します。 

 

(7)ブロック・県連の活動への支援にとりくみます。 

  ①ブロックの活動 

    現在定期に開催しているのは、近畿ブロック、四国ブロック、関東甲信越ブロッ  
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クですが、新たに東海ブロックを結成しました。 

    ブロック会議は、各県の活動交流を中心にし、相互に学びあう場になっています。 

  ②各県の活動 

    各県では、高齢者大会や学習会の開催、連絡会総会の開催、自治体交渉のとりく

みなど地域の中で大きな役割を果たしています。 

静岡県と山形県で第 1 回の県高齢者大会を開催しました。 

    共通している課題は、県内地域で連絡会や県大会実行委員会をつくること活動参

加層を広げたとりくみ、役員の後継者づくり、財政基盤づくりなどです。 

  ③3 月に県連組織状況アンケートを実施しました。 

アンケートのまとめは、別紙の報告のとおりで今後の活動改善に生かします。 

 

第２２期の活動 

  休眠中のブロックの再開と新たに北陸ブロックの結成をめざします。 

    

 (8)日本高齢者運動連絡会の組織運営について 

   規約に基づく機関会議は、大会中央実行委員会との相互に関係委員が重複している

ことや、会議費用等の事情で独自の会議は開催されませんでした。そのため日本高齢者

大会実行委員会の事務局団体会議と専門委員長会議が、代わって運営しました。 

   

第 22 期の活動 

日本高齢者運動連絡会の機関運営や財政問題など今後のあり方を 1 年かけて検討しま

す。 


