数

19,611 人
出

資

口

数

90,663 口
11 月の新規加入

179 人
11 月の増資口数

657 口

城南保健生協専務理事

横 山 直 城

街で生き住み続けたい﹂という
ことだと思います︒
﹁政治に関心を持ち考えて行
動する﹂ということは︑面倒く
さく︑考えたり︑行動するのも
わずらわしく感じる方もいると
思います︒選挙の投票率もなか
なか上がらないのが現状です︒
しかし︑考えてみると︑えん
多くのことは﹁政治﹂が関与し

ぴつ１本の値段から︑世の中の
ているのも事実です︒
とりわけ︑
私たちの関わっている医療・福
祉の分野では診療報酬や薬価︑

健生協の活動が地域になくては

電話をくれる方もいて︑城南保

﹁城南の保健を見ました﹂と

す︒

活動が全国でとりくまれていま

ていて︑それに対する審査請求

られていくというケースを何度

の中で入院された方が︑亡くな

中には︑のっぴきならない状況

した︒たとえば大田病院に在職

としているという思いがありま

られて生活の再建につながった

見てここしかない︑と相談に来

たときに︑よろず相談の記事を

しまい
﹁出て行け﹂
と言われ困っ

屋代が払えず何ヵ月も滞納して

主人が亡くなられて︑その後部

在になっていると思います︒ご

律相談のニーズがあるのではな

した︒そこで１つ︑病院には法

ポートができるかを総点検しま

て︑日常生活の中でどういうサ

問をしている団体の方々に対し

域のおつきあいのある団体や顧

相談に参加するきっかけは︑地

合室の一角ではじめました︒

ケースワーカーをやっている

ならない︑そして頼りになる存

か体験しました︒そこで何とか

いかと︒病気やけがというもの

私たち弁護士が︑このよろず

す︒地域の中でたいへん影を落

ときに感じたのは貧困と格差で

力になることはできないか⁝と

ことがありました︒

には経済的な問題︑あるいは家

思いました︒

貧困の問題は人ごとではあ

のニーズが高いのではないかと

大田区は︑歴史的にも中小企

というのが今の実態ではないで

考え︑声をかけさせていただき

相談︑法的な相談事というもの

ではないか︒アスベスト問題や

しょうか︒

庭内の問題がある一方で︑法律
て今日があるということを強く

健康関係の疾患を含めて︑少し

した︒当初０件ということもあ

談できる人がすぐ近くにいない
感じています︒ですから︑どん

るとりくみに貢献したいという

でも働く人たちの命と健康を守

りましたが︑相談件数も増えて

りません︒助けてくれる人や相

植田 あけましておめでとう

な形でそうした方々のお役に立

植田 佐藤先生は︑生存権裁

業も含めた工業地帯です︒労働

ございます︒昨年は︑社会保障

てるのかをずっと考えていまし

ことを強く感じて︑長い間相談

判にも関わられていますが︑そ

との関連の疾病がやはりあるの

医療費や消費税等が上がる

秘密保護法のような法律まで︑

制度の改悪だけではなく︑特定

た︒自分の持つ専門性を活かし

植田 前沢さんには︑毎月の

活動に従事しているわけです︒

介護報酬などでも１％変わるだ

と︑病院や介護事業所の存続自

て相談活動を行うことで︑今ま

それで︑水曜日と土曜日の月

相談のまとめもしていただいて

ていかがですか︒

の面からも今の情勢なども含め

に多いです︒基本的に４コマ４

きました︒土曜日は件数が非常

２回︑２時間ずつではじまりま
地域の貧困や格差がますます

いという思いで︑大胆にもよろ

いますが︑どのような特徴があ

けで大きな影響を受けます︒

体が厳しくなります︒もちろん

とんでもない情勢となっていま

でのいろいろなご支援に報いた

ました︒

一番困るのは国民で︑中でもお

す︒
広がっていく中で︑私たちはよ

ずなんでも相談をスタートさせ

さまざまな
相談に対応

金に困っている人にとっては死
私たちは︑
﹁無差別・平等の

ろずなんでも相談を続けてきま

活問題となることもあります︒
医療と福祉の実現をめざす組

はり親切な相談ができているか

超える予約が入ることもありま

思います︒ 条の改憲の動きは︑

というところでは︑弁護士とし

件を想定していますが︑それを

あっという間に国民世論の反対

前沢 私は２００９ 年８ 月

から毎週火曜日を担当していま

が巻き起こってつぶすことがで

佐藤 この１年は憲法９条と
ました︒
いうことにこだわったのかとい

す︒

条が危機にさらされていると

から土曜日まで︑大森中診療所

した︒昨年ようやく毎週月曜日

りますか︒

織﹂です︒協力医療機関である

での相談を行うことができまし

うと︑大田や品川の弁護士や税

なぜ︑
﹁よろずなんでも﹂と

大田病院を含む民医連に加盟す
る法人は差額ベッド料をとって

た︒また一昨年の 月からは弁

がってくると感じています︒最

が︑今の貧困の実態が浮かび上

いろいろな相談があります

ましたが︑結果は別のものにな

世論の反対が一気に盛り上がり

護法が急浮上して︑これも国民

きました︒その後︑特定秘密保

く方がいいかと思いますので︑

きは︑また別の日に来ていただ

が必要かなと︒これを超えたと

ては４コマまでにしておくこと

理士︑生活と健康を守る会や労
体とのネットワークを活用する

題︑医療費のことなど深刻な相

近は一人暮らしの方や介護の問

護士の相談もはじまりました︒

ことで︑相談事例が前進して︑

年︒城南保健生協の

います︒大田病院や大森中診療

いと思います︒

憲法９条の課題というのは大き

３件の日もあって︑一定程度役

相談が０件の日もありますが︑

スタートは
﹁よろず相談座談会﹂

２０１４年︑
広い意味での
﹁健

たか診療所でのよろずなんで

一定の解決をみるのではないか

植田 ゆたか診療所でも︑火

す︒今は対応していますが︑や

いません︒

も相談がはじまりました︒こち

曜日と木曜日の週２回でよろず

働組合など︑専門性を持った団
協は︑地域の方々と一緒に﹁安

らも今年１月から月１回︑弁護

今年でいうと通常国会の国家

相談がはじまりました︒まだ︑

それから昨年 月︑品川のゆ
心して住み続けられるまちづく

という思いがあったからです︒

ただ︑私たちのネットワーク

定されているので︑今年もまた

安全保障基本法というものが想

康づくり﹂を行う城南保健生

り﹂のために明確な姿勢をもっ

そういう専門集団や団体との

かっていくことが確信になって

で︑その問題が解決の方向に向

めでとうございます︒

士が相談に入ることになりまし

ネットワークが︑どれだけ発展
現在のよろずなんでも相談の展

ト︑生活と健康を守る会などが

所はもちろん︑さわやかサポー

日数を増やしていきたいです︒

てとりくんでまいります︒

た︒非常に頼りにされているよ

し強まってきたかというのは︑
開を見ると︑当初の思いが実を

りました︒
消費税増税に反対します

す︒

ろずなんでも相談になっていま
それでは︑色部さん︑どんな

結んでいると思っています︒

談が増えていると思います︒

です︒担当者の決意が述べられ

す

生活保護法の改悪に反対しま

城南保健生協の﹁柱﹂であり﹁ポ

思いでこのよろず相談をはじめ

がやっている〝ゆうえふ〟とい

城南保健生協理事の森光男さん

護の給付水準が切り下げられ

いです︒大田は ％を超えてい

方の受診率は５％いかないくら

ていました︒確かに生活保護の

的な相談はあまりないと言われ

大田に比べて︑品川では経済

す︒

割を果たしてきていると思いま

たのですか？

色 部 ２０ ０ ２ 年 か ら で す

条でいえば︑すでに生活保

の改悪に反対します

社会保障制度・介護保険制度

リシー︵理念︶
﹂に通じるもの

談︵ケースワーカー︶をやって

ね︒その後︑小関直彦前理事長

あります︒ひきこもりのお子さ
いました︒それから城南保健生

植田 相談をはじめたのは何
２０ １ ４ 年 は 引 き 続 き た た

協でも役員をしていました︒大

う若者を支援するＮＰＯが力に

色部 私は大田病院で医療相

皆様と力をあわせて︑命や健康

かいの年となります︒組合員の

にもお願いして︑月曜日と木曜

なってくれました︒

ＴＰＰ参加に反対します
の崩壊﹂
﹁困っている方々の力

田病院も城南保健生協も︑地

日の週２回︑大森中診療所の待

んのことで相談があったとき︑
になる﹂
﹁何よりも命と暮らし

が最優先される世の中になるよ

域の方々や患者さんに支えられ

年ですか？

が最優先﹂
﹁人間らしく生まれ

う︑
先頭に立っていく決意です︒

広がり﹂
﹁セーフティーネット

人間らしく死んでゆく﹂
﹁この

キーワードは﹁格差と貧困の

と感じています︒
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憲法９条の改悪に反対します

題がある中で︑このとりくみは
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ています︒そしてさまざまな課

組合員の皆様︑あけましてお
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