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  第２9 回東京高齢期運動連絡会総会次第 
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  ○ 会長あいさつ 

 ○ 提案 

   １）２０２０年度活動の特徴および２０２１年度活動方針（案） 

   ２）２０２０年度会計報告・監査報告および２０２１年度予算（案） 

 ○ 質疑 討論 採択 

 ○ ２０２１年度役員の選出 

 ○ 閉会あいさつ 
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２０２０年度の活動の特徴 

 

  ２０２０年度の最大の特徴は、地球環境を壊し人間社会に大きな歪みをつくり出した新

自由主義の矛盾が、全世界を吹き荒れた新型コロナによって鮮明に暴き出されたことです。

また、７年８ヶ月にわたり政権を握り立憲政治を危機に陥れた安倍前首相は、国民の追及

の中で国政私物化の事実が明るみに出され、辞任に追い込まれました。 

安倍内閣の官房長官であった菅義偉首相が「敗戦処理内閣」を組織しましたが、学術会

議への介入に加え、コロナ対策でも全てが後手に回りますます国民の信頼を失っています。 

コロナ禍で国民が苦しんでいる時に、菅新内閣は７５歳以上の患者に医療費２割負担を

押しつける改悪案を、今国会に提出するという暴挙を行いました。 

このような情勢の下で私たちは、会議が十分な形で開けず、面談するのも困難な中で、

コロナ禍から高齢者のいのちと暮らしを守るという課題を最重点として取り組むとともに、

７５歳以上の患者２割負担導入をやめさせる運動に大きく力を注いできました。 

 
１ ２０２０年はコロナ禍の中での運動になりました。 

  東京高齢期運動連絡会（以下東京高連と略称）は、２０２０年度の活動方針で、憲法改

悪や社会保障解体に反対する取り組み、自治体要求運動、まちづくりの活動の促進、日本

高齢者大会と東京の集いの成功をめざす取り組みなどを進めながら、高齢期運動の基本的

なあり方と運動を推進する体制についての論議を深めることを今年の重点に置きました。 

  コロナ禍という新たな事態の中で、東京高連はさまざまな模索を重ねながら２０２０年

の運動を進めることになりました。２月２６日に予定した総会は、コロナ感染拡大に配慮

して５月に延期しましたが、５月になっても感染がおさまらず、議案書を加盟団体に送付

して総会にかえました。 

 

２ 国と自治体にコロナ感染対策を求め、高齢者の孤立を防ぐ取り組みの交流を進めました。 

  政府や都のコロナ対策はきわめて不十分です。医療、介護等の現場の苦闘が続いていま

す。検査も物資も不足する中で高齢者施設等で集団感染が起きています。一人暮らしの高

齢の感染者が入院できずに亡くなるという事態も起きています。この状況に対して多くの

団体、地域でコロナ感染を防ぎ、コロナ禍での高齢者の孤立と貧困をなくす対策を求める

国、都、区市町村への要請が行われています。 

東京高連は４月に厚労省と東京都

に検査の拡充や介護を要する感染高

齢者への対策などを要請。８月には

都の福祉保健局の担当者と会って検

査の充実をはじめとする緊急６項目

要請を行いました。 

  コロナ禍で高齢者の孤立が深ま

り、受診控えや介護控えによる重症

化や虚弱化が進んでいます。これら

を防ぐために、多くの地域で訪問活

動、アンケート活動、ニュースの発

行回数増、Ｌｉｎｅの立ち上げ、男

性高齢者の孤立防止の活動など見
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守りや交流を強化する活動が行われました。一旦活動を控えた駅頭などの街頭相談会も感

染対策を施しながら多くの地域で再開され、困窮する人々への援助活動が各地で取り組ま

れました。 

  東京高連は、ニュースを原則月刊で発行し、各地域の取り組みを掲載すると共に、イン

ターネットに東京高連のサイトを立ち上げニュースを拡散し運動の交流をはかりました。 

 

３ ７５歳以上の患者負担２倍化に反対する取り組みを進めました。 

  ７５歳以上の患者負担２倍化に反対する署名は３月１８日現在全国で８４万を越えまし

た。東京でも東京民医連関係の各団体、年金者組合、東京保険医協会、東京土建シニア友

の会、生活と健康を守る会などを始め多くの団体が署名に取り組みました。 

  東京高連は１１月１日「すべての年齢の現在と未来に人間らしく生きる権利を」をテー

マに新宿歩行者天国大宣伝行動を呼びかけ１００名が参加しました。年金者組合はこの行

動を年金者一揆と位置づけ大きな参加を組織しました。この行動は、東京高連として呼び

かけた初めての大規模宣伝行動です。私たちは７５歳２割負担の問題を高齢者だけの問題

とせず、生涯にわたる社会権の確立をテーマに位置づけ街頭宣伝を行いました。現役労働

者、青年の参加を追求しましたが１１月の宣伝行動では実現できませんでした。１２月２

１日には、７５歳２割負担の１点に絞って再び新宿アルタ前宣伝を提起し３０名で宣伝を

実施しました。この行動には、現役労働者を代表して東京地評井澤事務局長が弁士として

参加しました。年金者組合東京都本部は２月１５日の年金支給日全都一斉宣伝行動で７５

歳２割負担反対を訴え新署名を呼びかけました。３月２５日には、新宿アルタ前で BIG 

STANDING に取り組みました。 

 ７５歳２割負担問題に絞ったチラシの必要性が大きくなる中、東京高連は１２月に独自

のチラシを作成し全国に提供しました。チラシは各団体のサイトで紹介され、全国で活用

されています。 

 また、１０月１５日には、東京都後期高齢者医療広域連合との懇談を行い８名が参加、

副連合長に東京の高齢者の実状を資料を示して訴え、2 割化反対の意見を上げるよう要請

しました。広域連合との話し合いは会として初めてです。 

日本高連や中央

団体の国会への署

名提出行動は昨年

通常国会終盤の 5

月２７日にも取り

組み、東京高連から

も参加しました。ま

た、１０月１日午後

は厚生労働省交渉

をおこない２割化

反対や年金引き下

げ反対の切実な訴

えを行いました。 

 府中市議会では府中の高齢期運動連絡会が提出した７５歳以上の患者負担現行維持の意

見書提出を求める請願が採択されました。東京高連が都議会に提出した陳情は１２月の議

会で不採択になりました。東京高連は３月、都議会に法案撤回の意見書提出を求める請願

を提出しました。 
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 ７５歳２割負担反対の

運動は、２０２０年度の東

京高連の運動の大きな柱

になりました。関連法案は

予算関連法案として提出

されました。これから国会

審議がはじまる中で負担

増断念を求める闘いを引

き続き強めていくことが

求められています。 

 

 

４ 自治体要求運動に取り組み、アンケートを２５自治体から回収しました。 

  高齢者のいのちと暮らしの危機は深刻度を増しています。要求をまとめて自治体と話し

合う取り組みは高齢期運動の極めて重要な課題になっています。コロナ禍で会議や集会を

持つことに制限がある中でしたが、東京高連は地域の高齢者の状況を自治体アンケートで

把握し高齢者の切実な要求を掲げて区市町村と話し合う全都共同行動を呼びかけ、各地域

で取り組みが行われました。 

世田谷では年金者組合世田谷支部がアンケートによって組合員の具体的な要望を集め区

への要求を練り上げました。また、区からの回答をみんなで学習する場をもって区との話

し合いに臨みました。これは全都的にも参考にすべき取り組みです。 

３月４日までに１０区１５市町村からアンケートが回収され、１１の自治体の要請書・

回答書が集約されました。 

この運動をすべての地域に広げていくこと、収容された内容を分析し有効に活用するこ

とが課題になっています。 

  東京高連は、地域からの要求も含めて対都要求を整理し２月初めに都に提出。３月２５

日に都からの回答をうけて都の担当者との話し合いを行いました。 

 

５ 日本高齢者人権宣言案の学習討議の取り組みをはじめました。 

日本高齢期運動連絡会は、日本高齢者人権宣言第一次草案を提案し学習討論を呼びかけ

ました。 

日本高連を中心とする国際高齢者デー実行委員会は、「国際高齢者デー」の１０月１日に

合わせ、日本高齢者人権宣言案学習・討論集会を開きました。会場には東京の参加者が集

まり、全国３２カ所とオンラインでつなぎ、全体で１８０人が参加しました。 

東京高連は、日本高齢者人権宣言案学習討議推進班をつくり、運動の推進に向けて議論

を開始しました。東京高連は、各団体、地域に学習会の開催とパンフレットの普及を呼び

かけました。民医連関係の団体を中心に人権パンフレットの普及が始まっています。三多

摩健康友の会はパンフレット３００部を活用して１１の支部すべてで学習会を実施する方

針を決定しています。東京保健生協は、２０２１年度の職員の研修に日本高齢者人権宣言

案の学習を取り入れることを計画しています。 

 

６ 厚生労働省前年末座り込み行動に取り組みました。 

  厚生労働省前の年末座り込み行動は、高齢者の要求を掲げ、政府に社会保障重視の予算

編成をせまる行動として、長い伝統を持っています。今年はコロナウイルスの感染も広が
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り厳寒の中で高齢者が座り込むこ

とに賛否の議論もありましたが、日

本高連の主催で１２月２日から４

日にかけ感染対策を行いながら座

り込み時間を短縮、東京高連の常幹

を中心にローテーションを組んで

座り込み、各団体は激励に訪れる形

で行い延べ９２名が参加しました。 

東京高連の多くの常幹役員がそ

れぞれ時間を決めて参加し、座り込

みを支え、３日間にわたって７５歳

２割負担やめろ、年金さげるな、介

護の充実をなどの声を霞ヶ関に大

きく響かせました。 

 

７ 地域に高齢期運動のセンターを確立する取り組みは道半ば。 

  ２０２０年度は、行動に制限もあり地域組織づくりの取り組みは十分すすめられず、新

たな地域組織の加入はありませんでした。 

 

８ 日本高齢者大会は延期、ゆたかな高齢期をめざす東京のつどいは中止しました。 

  日本高齢者大会とゆたかな高齢期をめざす東京のつどいは、高齢期運動の極めて大切な

財産です。２０２０年度はコロナ感染の深刻化の中で、日本高齢者大会は２０２１年度へ

延期、ゆたかな高齢期をめざす東京のつどいは中止せざるを得なくなりました。２０２１

年度の二つの大会をコロナ禍の中でどのような形で実施するか、さらに今後に向けてこの

貴重な財産をどう発展させるか知恵を絞ることが課題になっています。 

 

９ 都知事選挙をニュースでとりあげ、主要候補者に質問書を送りました。 

  東京高連は都知事選挙を高齢期要求実現の運動を進める好機と位置づけて、６月１６日

発行のニュース４６号で都知事選挙を特集しました。また、主要候補に高齢期要求に関す

る質問書を送り回答を求める取り組みをしました。 

 

１０ 団体間の共同をたいせつに

し、人権を守る二つの訴訟、

地域医療をまもる運動、軍事

基地撤去の運動などに取り

組みました。 

  基本的人権の尊重を求める「年

金引き下げ違憲訴訟」「新生存権

訴訟」の二つの重要な裁判に共同

して取り組みました。公立病院・

公的病院の統廃合反対、都立病

院・公社病院の独立行政法人化反

対の運動に共同し取り組みました。橫田基地撤去を求める座り込み行動に参加しました。 
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１１ 東京高連の組織、財政強化の課題。 

  現在東京高連の加盟組織は（４８組織）４１団体７地域組織です。２０２０年度は新規

加入はありませんでした。すべての人が人権を保障された高齢期を迎えられる社会をつく

る高齢期運動の前進のためには高齢期運動連絡会の組織の大きな発展が課題となっていま

す。 

  ２０２０年度は５月以降３月までに５回の常任幹事会、１０回の三役事務局会議、１０

回の事務局会議を行いました。常任幹事会では、東京高連の運動の方向に関わる基本的な

論議とともに、これまで以上に各団体、地域の高齢者を巡る状況や団体、地域の取り組み

の交流を重視しました。運動の詳細な具体化は毎月開かれた三役事務局会議で行いました。

また、自治体要求の整理、人権宣言案の運動、財政問題の検討など課題ごとに小委員会を

立ち上げて詰めた議論を行う体制をとりました。 

  ２０２０年度は高齢期運動検討委員会を立ち上げて、高齢期運動の基本的なあり方と運

動を推進する体制についての論議を深めることを重点にしましたが、２０２０年度は検討

委員会を持つことはできませんでした。高齢期運動のありかたを話し合う場を設定し、議

論を進めることが課題になっています。 

  決算に見るように、２０２０年度は高齢者大会等が開かれなかったため、事業収入が大

幅に減少しました。この条件の下でも財政を成り立たせるようにすることが課題になって

います。 

  交流を重視したこの 1年、東京高連ユースは質量ともに前進しました。編集委員会を毎

月開き、２０２０年３月から２０２１年３月までの間に東京高連ニュースを１０号発行し

ました。ニュースには、コロナ禍での高齢者の困窮の実態、各団体地域の取り組みが取り

上げられ、インターネットの東京高連サイトにも掲載され、交流の場としての役割を果た

しました。 
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２０２１年度活動方針（案） 
 

Ⅰ 私たちをとりまく情勢 

昨年、2020年は、新型コロナウイルス感染症のたたかいで明け暮れましたが、この感染症

のパンテミックの勢いは、今年になっても衰えず、世界の感染者は 1億人を、死者は 220万

人を超えて、収束の見込みが立っていません。世界各国が、「医療崩壊」の瀬戸際に立たさ

れています。 

私たち人類は、このコロナ禍から何を学ぶか、人類学者の山極寿一京都大学総長は、次の

ように述べています。「地球の環境破壊を抑えないと、気候変動の問題だけでなく、感染症

のまん延をもたらし、経済、社会に大きな被害をもたらします。問題は、利潤をあくまで追

求し、利潤を将来の投資に向けるという資本主義の原則にあります。資本主義はそのための

自然破壊をためらわないのです。発展途上国の手つかずの自然資源を利用して利潤をあげよ

うとしています。これでは世界はもたない、コロナ禍のもとで誰もが資本主義は限界だと感

じているのではないでしようか。」今、日本でも「医療崩壊」が始まっています。保健所や

感染症専門病床を政府が削減してきたのが原因です。生産性、効率性に結びつかなくても、

人間にとって医療や介護、教育は公共財と考え、重視しなければなりません。 

安倍前首相は、森・加計・「桜を見る会」(前夜祭)など、国会の審議で事実と異なる答弁

を 118 回も繰り返し、国会と国民を侮辱してきました。コロナ禍の対応でも、「一斉休校」

や「アベノマスク」などで国民の信頼を失って 9月に退陣しました。安倍政権を引き継いだ

菅政権は、強権政治が露わになった学術会議への人事介入、広範な抗議を無視して、いまだ

に任命拒否の理由は説明していません。学問の自由を弾圧した戦前のような状態に戻すこと

が懸念されます。 

2021年 1月 22日、核兵器禁止条約が発効を迎えました。人類の歴史で初めて「核兵器は

違法」とする国際法が誕生しました。核兵器禁止条約が持つ法的な規範力と、世界の諸政府・

市民社会の力が合わさって、「核兵器のない無い世界」への道を切り開く、新しい時代が始

まりました。唯一の戦争被爆国である日本が条約に参加すれば、「核兵器のない世界」の実

現に向けて大きな前向きの変化を創ることができます。 

全世代型社会保障は、新自由主義の典型で、特に、75 歳以上の医療費窓口 2 割負担は公

助を減らし、現役世代と高齢者自身に肩代わりするもので撤回を求める国民的運動を起して、

国庫負担を引き上げ初期の率に戻すべきです。2月 3日、中央社会保障推進協議会は、全国

代表者会議を開き、コロナ危機の中「自助」を迫る菅政権は、政治の役割放棄だと断罪。医

療・介護・社会保障の抑制政策を大転換させ、市民と野党の共闘で、政治転換を求める世論

と運動を前進させようと、訴えました。年金や生活保護の削減は高齢者の生存権を侵害する

ものです。コロナ禍で年金を減額する事は、生活実態を無視。コロナ禍で生活ができない国

民は生活保護を申請して下さい、と厚労省も菅首相も言っています。窓口では水際作戦や事

実と異なる説明がされています。生活保護は、生存権で国民の権利です。 

菅内閣の支持率は発足直後の 65%から 33%に急落。与党は、宮古島市長選、山形県知事選

で野党に敗北しました。菅政権は、国民の支持を失っています。市民と野党の共闘で、野党

連合政権をつくることが、私たちをとりまく情勢の主流になってきました。７月の東京都議

会議員選挙と秋までに行われる総選挙は高齢者の要求を実現し、悪政推進の自公政権を終わ

らせるチャンスです。 
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Ⅱ 今年度の活動の重点 

 

１ 高齢者の人権を尊重する社会をめざす運動を軸に活動を進めます。 

コロナの感染拡大は、新自由主義路線から生まれた全世代型社会保障政策の下で、高齢

者を含めて社会的弱者が、苦しんでいる姿を浮き彫りにしました。それにもかかわらず菅

自公政権は、後期高齢者に医療費 2割負担を押し付ける法案を今国会に提出しました。 

自民党政権が、老人医療費無料から有料にした第 2臨調から 40年、高齢者の人権は、真

綿で首を絞めるように徐々に絞められ、権利は狭められて来ました。医療費は 40年の間に

無料から、今や 2 割負担にまで押し込められようとしています。財界と自公政権の攻撃の

手法は、全ての世代の人権を奪いながら、「全世代型社会保障」を掲げて、世代間を分断し、

国民が団結・連帯しない道へ誘導しようとしています。 

日本高齢期運動連絡会は、一昨年の第 28期総会で、高齢者の人権が尊重される社会を

めざす運動の出発点として、1987年に制定した「日本高齢者憲章」をバージョンアップ

する事を決め作業を進めて来ました。 

今年度は、コロナ禍から抜け出す取り組みを、人権が尊重される社会をめざす道と重ね

合わせて取り組みます。同時に、後期高齢者の医療費 2割負担を阻止する運動を、高齡者

の人権を守る運動の具体化として、最優先に全力を挙げます。 

 

１）新型コロナの感染拡大を食い止める施策を、政府がすべてに優先して全力を挙げる事 

を求めます。そのために必要な活動を行います。 
 

２）日本高齢者人権宣言案の学習・討論会を、すべての団体、地域で行い、活動に生かす取

り組みを行います。この取り組みを成功させるため、高齢期運動検討委員会を改組し、

7 名の高齢者人権宣言学習推進・高齢期運動検討委員会（略称 人権宣言・高齢期運動

推進委員会）とし、人権学習推進のために 10名の講師・オルグ団をつくり推進します。 
 

３）75 歳医療費 2 割負担を阻止するために、地域連絡会を軸に、都内役 312 万の高齢者と

1300万都民に反対署名を働きかけます。この運動は、高齢期運動の 1丁目 1番地の運動

です。署名は東京高齢者約 312 万の 1 割を越える 35 万筆、各地域で高齢者人口の 1 割

を目標にします。 
 

４）年金引き下げ違憲訴訟、新生存権裁判、最低保障年金制度実現の運動など、明日の生活

にも不安をかかえる高齢者の人間らしく生きる権利を守る取り組みを学習活動と結合し、

運動の大きなうねりをつくります。 
 

２ 地域の要求実現の運動を、地域住民や地域の諸組織と共同して取り組みます。 

１）先ず第 1に、高齢期に関する東京都の全自治体(伊豆諸島を除く)への要請行動を成功さ

せます。東京高連は、20年以上、区市町村への要請行動を続けて来ました。地域での要

求運動は、私たちの活動の重要な柱です。地域の人たちの実情を要求として自治体に提

起する活動を通じて、地域の住民との協力関係を強めます。これは地域を基盤にして活

動している私たちにとっては、欠かすことができない重要な活動です。この取り組みの
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強化は地域住民とのつながりを広げ、地域の高齢者に喜ばれ、信頼される存在になりま

す。昨年は新型コロナ感染拡大の影響で、残念ながら十分に取り組めませんでしたが、

今年は、全ての地域で、可能な取り組み方を検討し、成功させるために努力します。 

  さらに、全都的に共通する要求に焦点をあて、共同して実現を図る取り組みを進めます。 

   

２）地域を運動の基盤にして活動している民主的な団体。組織は、各地域に複数あります。

これらの細織が共同して活動する事が、地域の信頼を得て、地域の人たちの役に立つ組

織に発展します。これが地域連絡会の姿です。全ての地域に地域連絡会・高齢者のセン

ターをつくる事をめざします。 
 

３）『まちから村からの連帯で一人ぼっちの高齢者をなくそう』は高齢期運動の大きな柱です。

コロナ禍で家に閉じこもり状態になっている高齢者が増えています。こうした時だから

こそ地域に目を広げ、できるところから「たまり場」「サロン」づくり、学習の場、たす

けあい、見守り、繫がりづくり、生きる喜びとなる文化的活動など、様々な要求実現の

場を地域から作っていきましょう。 
 

３ 憲法に基づいて国民の命と暮らし･平和と民主主義を守る運動をすすめる

人々との共同を強めます 

東京には、憲法 9条、25条を守る活動や、平和や生活擁護の権利の獲得、人間らしく生

きる社会をめざす活動に、多くの方々が取り組んでいます。この人間らしく生きるために

運動している団体や組織の方々と連帯し、共同を広げます。 
 

４ 日本高齢者大会と東京高齢者のつどい成功のために力を尽くします 

日本高齢者大会と東京高齢者のつどいの成功は、高齢期運動にとっては極めて重要な取

り組みで、この二つの大会の継続が高齢期運動を支え発展させてきました。この取り組み

は高齢期運動の要の 1 つです。今年度、はコロナの感染拡大の影響でどのような形になる

か未定ですが、開催可能な形態を検討し、開催実現のために取り組みます。 
 

５ 東京高連の組織の強化のために次の取り組みを行います 

東京高連は、第 16 回日本高齢者大会 in 東京を契機に、繋がりが弱かった三多摩地域が

加わり、第 30回大会 in東京の取り組みで、運動と組織の活性化で前進を勝ち取りました。

あれから 6 年、現在の東京高連は、名実ともに日本高連の中核的存在です。今年度は、急

速に変化する情勢に見合った活動を行うために、次の課題に取り組みます。 
 

１）事務局体制の強化 

２）役員の任務分担を明確にする 

３）地域連絡会に対する援助 

４）都段階の団体との連携強化 

５）財政の確立、活動資金の確保 
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Ⅲ 今年度取り組む課題 

 

１ 改憲阻止,戦争する国づくり阻止を重要課題として取り組みます。 

２ 「全世代型社会保障」の狙いを暴き、社会保障破壊に反対します。 

３ 東京都に、高齢者施策、福祉施設、高齢者施設の充実を求める取り組みを進めます。 

４ 国民健康保険料(税)引き上げに反対し、引き下げを要求します。 

５ 介護保険制度の改悪に反対し介護の充実を求める取り組みを進めます。 

６ 保健所の復活・増設、公衆衛生体制の充実、病院統廃合の強要反対、都立病院独法化阻

止をはじめ、医療制度の改悪に反対し地域医療を守る取り組みを進めます。 

７ 憲法 25条を守る共同を進め、最低保障年金制度の確立、生活保護制度の充実をめざし

て取り組み、年金引き下げ違憲訴訟と新生存権裁判を支援します。 

８ 労働法制の改悪に反対し、最低賃金引き上げを要求します。高齢者の雇用、就労対策の

充実を求めます。高齢者への「雇用によらない働き方」の拡大に反対します。 

９ 辺野古新基地建設反対、横田基地撤去の運動に取りくみます。 

10 ジェンダー平等社会の実現をめざす運動に取りくみます。 

11 7月 4日投票の都議会議員選挙、秋までに行われる総選挙で、憲法９条、２５条を実現

する政治の実現をめざして取り組みます。 

12 東京オリンピックは中止し、その財源をコロナ対策にするよう要求します。 

 

 


