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２０２２年６月 28日 

 

世田谷区長 保坂展人 様 

 

全日本年金者組合世田谷支部 

執行委員長 神野智夫 

全日本建設交通一般労働組合世田谷分会 

委員長 遠藤 浩 

 

   ２０２２年度の年金・保健・医療・介護・福祉 

住宅・就労の充実・改善を求める要望書 

 

貴職におかれましては、引き続くコロナ感染者拡大の中、感染対策への取り

組み、区内に住む高齢者の生活や保健、医療、介護、福祉の向上並びに就労支

援等について、ご尽力されていることに敬意を表します。 

 さて今、高齢者の生活は、年金の切り下げ、各種保険料の高負担、過去に例

を見ないような諸物価の高騰などにより、ぎりぎりの生活を余儀なくさせられ

ているのが実態です。今後予想される更なる物価の高騰や本年 10月から施行予

定の医療費窓口の２倍化を前にして「老人いじめとしか思えない。通院を我慢

する」といった生の声が聞こえてきます。また、長引くコロナ禍の中で「自粛

生活が長くなり孤独感が強まっている」との声も。（別紙、2022年くらしのアン

ケート結果参照） 

世田谷区の「新実施計画：後期」の冒頭には「社会保障制度の変化に伴う課

題なども含め、区民の暮らしを守る取り組みをさらに進めなければならない」

としています。私たち区民の暮らしの実態に向き合いその改善と向上に向けて、

「公的保障の責任を明確にし、質の確保に十分留意していただきながら」取り

組んでいただくことを切に要望します。 

また、区民生活の向上を図るために、必要な場合には、団体自治の立場から

国・都に対して適切な意見や要望なども発信してくださるようあわせてお願い

します。 

以下私たちが取りまとめた「2022 年度要望書」の各項目へのご検討とその実

現に向けてご尽力をお願いいたします。 

 なお、お手数をおかけいたしますが７月 28日（木）までに検討結果のご回答を

いただければ幸いです。 
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2022年 6月 28日 

 

世田谷区長 保坂展人 様 

 

全日本年金者組合世田谷支部 

執行委員長 神野智夫 

全日本建設交運一般労働組合世田谷分会  

委員長 遠藤 浩 

 

２０２２年度の年金・保健・医療・介護・福祉 

住宅・就労の充実・改善を求める要望書 

 

１．年金受給者、無年金者など高齢者の生活実態について 

① 年金受給者など生活困窮者が増加傾向にあるが、世田谷区として区内の

高齢者の生活実態についてどの程度把握しているのか？また高齢者に占

める生活保護受給者数、無年金者数など調査、報告をお願いします。 

② 年金を生活保障として位置づけさせ、年金額を毎年引き下げ続ける「マ

クロ経済スライド」は、廃止するように国に意見書をあげてください。 

③ 「最低保障年金制度」の早期実施を求める意見書を国にあげてください。 

④ 家計費の管理は月単位であり、年金支給も毎月支給にするよう国に意見

書をあげてください。 

   ＊資料の提出要求 

★高齢者世帯に占める生活保護受給者数 

★区内における国民年金の種類別受給者数、平均受給額、平均月額等 

★国民年金加入者数（第一号保険者）、障害基礎年金請求受付件数 

 

２．後期高齢者医療制度に関する要求 

① 後期高齢者医療保険の窓口負担２割引き上げの中止若しくは延期の措置を

取るよう国に意見書をあげてください。 

② コロナ禍により精神的、経済的に追い込まれ、受診抑制を招いています。

緊急的措置として国の補助金を増やし、保険料を引き下げるよう国に申し

入れてください。 
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③ 75歳以上の医療費について区の独自（長期入院支援制度等）の支援策を設

けてください。 

④ 後期高齢者健診、がん検診の種目を増やし、所得に関係なく窓口負担を無

料にしてください。 

＊資料の提出要求 ★後期高齢者健診の受診率（2021年度）及び住民税非

課税世帯（無料）の受診者数と受診率 

   

３．保健、医療、障害者に関する要求 

① 国民健康保険の国の負担を増やし、国保料（均等割等）を引き下げるよう

国に強く申し入れをしてください。 

② 国保料の均等割（低所得者及び子ども）の軽減措置については、国と自治

体の負担で令和 4年度より一部軽減措置を行ったが、更に対象年齢と軽減

割合を拡充するための財政措置を国に申し入れるとともに、区独自の制度

を設け負担軽減の拡充をしてください。 

③ 国保料への区の一般財源の繰り入れは従前どおり実施し、その拡大も行っ

てください。 

④ 国保制度を維持するために、区として東京都に財政支援を行うよう申し入

れてください。 

⑤ 国民健康保険証を取り上げないでください。 

＊資料の提出要求  

★2021年度の取り上げ件数及び国保料未納による差し押さえ件数、資格証

明書の発行件数 

⑥ 区の独自施策として 70歳以上の医療費を無料にしてください。 

⑦ 特定健診、がん検診を所得に関係なく窓口負担を無料にして下さい。 

   ＊資料の提出要求  

★特定健診の受診率及び住民税非課税世帯（無料）の受診者数と受診率 

⑧ 高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌の予防接種の住民税非課税世帯を無料

にしてください。       

＊資料の提出要求 ★2021年度の実績件数   

⑨ 難聴者の認知症予防など高齢者の生活改善のために、区独自施策として聴

力検査も含め、難聴者に対する補聴器購入費用の助成制度を創設してくだ

さい。東京都の７割の特別区で実施しています。（港・中央・新宿・墨田・
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江東・大田・豊島・葛飾・江戸川・足立・板橋・渋谷・千代田・練馬・文

京・台東の１６特別区で実施） 

⑩ 一定所得以下の人の「差額ベッド代」負担について区独自の支援をしてく

ださい。 

⑪ 障害 4級の人にもタクシー券を支給してください。 

 

４．介護保険に関する要求 

① 介護報酬の国庫負担額増額による介護保険制度の充実と、介護職員の賃金

の引き上げを国に申し入れると同時に、区としても介護福祉労働者の処遇

等を改善してください。 

② 介護保険料を軽減してください。特に保険料の第７段階（所得 120万円未

満）8 段階（所得 120 万円以上 210 万円未満）9 段階（所得 210 万円以上

320 万円未満）などを重点的に軽減し、14 段階（所得 1000 万円以上）以

上の高額所得者の保険料段階を引き上げてください。 

③ 介護保険の利用料の軽減を拡充してください。 

④ 区内の介護保険制度の具体的な利用状況について教えてください。 

⑤ 利用料の引き上げ（2 割負担、3 割負担）を行わず、区独自の支援策を検

討してください。 

⑥ 介護施設の部屋代、食事代の自己負担を解消し、介護保険の給付対象と認

めるよう国に対して意見書をあげてください。区としても経済的困難者に

対する軽減措置を行うようにしてください。 

⑦ 要介護度 1から 5までの介護保険はずしを目的とした省令改正が行われま

した。国は、各自治体の予算で執行できる総合事業へ介護事業を移行しよ

うとしていますが、拙速に総合事業への適用は行わずに、従来どおりの介

護保険事業の継続を行うとともに、地方自治体として、介護保険事業の充

実のための予算増額を行うよう国に要望してください。 

⑧ 「総合事業」の利用は、要介護認定を原則にしてください。 

⑨ 訪問介護の利用制限を行わず、利用者のニーズに応じた柔軟な対応をして

ください。 

⑩ 高齢者介護施設の建設計画を早めて、待機者解消に努めてください。地域

密着型の小規模介護施設（特養ホーム、グループホーム、多機能型）の出

張所、まちづくりセンターごとの建設を早期に完成させてください。また、
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せっかく区の努力で建設された高齢者介護施設が、介護職員不足により入

所定員を減らしている例があります。さらなる職員の処遇の改善策を講ず

るなど人材確保に努めてください。（個別要望：東京都住宅供給公社祖師

谷団地の建て替え事業に関連して高齢者福祉施設の機能の充実をお願い

します。） 

＊資料の提出要求 ★建設計画の特養ホームの場所、規模、完成予定 

⑩ 介護施設の入所者が「指針」の「どのような評価基準」の結果から入居し

ているのかプライバシー保護をしたうえで情報開示できるようにしてく

ださい。 

⑪ 区としてあんしんすこやかセンター（指定管理者）の業務がどこのセンタ

ーでも同一水準が確保されるように、指導、援助をしてください。 

⑫ 認知症高齢者グループホームの住宅入居費の助成を拡充してください。 

 

５．福祉、住宅に関する要求 

① 孤立死・孤独死を未然に防止するための担当部署を設置し、担当部署は、

区の各所管部門との連携及び調整をとり、未然に防止できるような横断的

な体制づくりを検討してください（例：まちづくりセンターの機能の活用

など）また、従来どおり他団体との連携も密に多様な施策を継続してくだ

さい。 

   ＊資料の提出要求 ★2021年度の孤立死の人数 ★取り組みの実績等 

② 生活保護基準の切り下げに反対し、それに連動する施策を改悪しないでく

ださい。 

③ シルバーパスは所得に応じて現在 1,000 円か 20,510 円ですが、新たに

3,000 円パスなど所得区分の細分化をするよう強く東京都に申し入れてく

ださい。 

④ 東急世田谷線をシルバーパスの利用対象交通機関に適用するように東京

都に申し入れてください。（東京都には 2021 年 6 月 10 日東急世田谷線利

用者の会として 2197筆の署名をもって所管課に請願書を提出した） 

⑤ 居住者の足を確保するため、交通不便地のバス運行の充実と地域ミニバス

の運行を拡充して下さい。（個別要望：砧地域の交通不便地にコミュニテ

ィーバス運行を早期に実現して下さい） 
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⑥ すべての公園（緑道の場合は近傍や隣接）に公衆トイレの設置をしてくだ

さい。 

⑦ 都営住宅を増設し、住宅に困っている困窮者が入居できるよう東京都に申

し入れてください。 

⑧ 高齢者が安心して入居できる住宅を拡充して下さい。（区営住宅、高齢者

借り上げ集合住宅、せたがやの家）  

⑨ 区独自の福祉サービス（訪問理美容・寝具乾燥・はり、きゅう、マッサー

ジ・安心コール・給食サービス・入浴券支給等）を維持拡充してください。 

⑩ 公衆浴場への営業支援を区が行い、廃業防止などの施策をしてください。 

⑪ 上用賀スポーツ施設建設にかかる基本計画にあたっての要求 

ア 施設のコンセプトは、多世代が利用でき居場所づくりの拠点として、多

機能活用型のユニバーサル施設をめざしてください。 

イ 施設運用に当たっては、スポーツ団体やスポーツ施設利用者だけでなく、

多世代が個人やグループでも使用できるコーナーや時間帯も設けて、障

害者、高齢者、親子づれなど誰もが利用できる施設にしてください。 

ウ 障害児者・高齢者など誰もが参加できるボッチャ競技などができる施設

や保育園・幼稚園の球技遊びや運動会などにも利用できる競技場や親子

連れが訪れてフリーに使えるコーナーなどの施設を設置してください。 

エ 施設内には、広いホール（休憩室）を設置し、丸テーブルをいくつも設

置すること。併せてグループが懇談等で利用できる会議室（休養室）、

軽食提供施設も併設し、浴室は上用賀にあった「ふじみ荘」のように浴

槽の深さを浅くしユニバーサル型にしてください。浴室と休憩室・軽食

提供施設は隣接する配置とし浴室だけの利用者を考慮した施設にして

ください。 

 

６．税に関する要求 

① コロナ禍での経済低迷に加えて、原油の高騰、ウクライナ紛争による原材

料不足、円安などで近年にない経済不況の中で高齢者の生活困窮度が増し

ています。消費税率の引き下げや、税の応能負担による税の引き下げは急

務であることを国に意見書をあげてください。 

② 老齢者控除、公的年金控除を復活するよう国に申し入れてください。 

 ③ インボイス制度を導入しないよう国に申し入れてください。 
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７．高齢者の雇用、就労対策の充実に関する要求 

世田谷区におかれましては、コロナ感染防止に奮闘されている区長、職員

の皆様に感謝申し上げます。 

日本の高齢者人口はますます増加し、高齢者の人権、生活、就労について

この格差社会の中でどう対処するか喫緊の問題となっています。 

先の国会で「70歳までの就労確保のために『改正、高年齢者雇用安定法』」

が成立しました。また、この「コロナ感染」では高齢者の犠牲が多いです。

「自粛」下で、商店、町工場等で働いていたパート、アルバイト、非正規の

高年齢労働者たちも職場を休まされ、あるいは解雇されました。生活に困窮

する労働者たち、とりわけ高年齢労働者の就労は生活していくうえで最も必

要なことと訴えます。さらに、2 月 26 日ロシアは「特別軍事作戦」名のウ

クライナ侵攻を行った。戦争だ。この戦争でロシアからの原油とガスの供給

は止まり、その国際的価格の急騰は日本の経済と生活を直撃した。さらにロ

シア経済封鎖は「円安・ドル高」によるインフレを呼び起こしている。私達

高年齢で経済的に抵抗力のない人間たちに与える力は恐ろしいほど過酷な

ものです。 

このようななかで、私達の建交労の仲間 10 名が働く、3 公園（こどもの

ひろば、小泉、赤松）を今回も継続契約としていただきありがとうございま

した。 

私たち「建交労」は、長年にわたり生活の為に働きたい高年齢者や社会的

弱者の施策の充実を求めて運動を進めてまいりました。次の内容の要請を行

います。真摯にご検討くださるようお願いいたします。 

 

① 高年齢者雇用安定法第 5 条は「国及び地方公共団体は、事業主、労働

者その他の関係者の自主的な努力を尊重し・・・これらの者に必要な

援助等を行う。」さらに第 36条は「国及び地方公共団体の講ずる措置」

として「・・・その希望に応じた就業の機会の確保のために必要な措

置を講ずるよう努めるものとする」第 5条、第 36条の援助・育成団体

に含まれる東京高齢者就労事業団協議会（以下事業団協議会）の構成

団体である（企）労協センター事業団に対し、下記の具体的援助・育

成を行ってください。 

ア）地方自治法令第 167 条の２第 1 項第 3 号の改正交付に伴ってシル
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バー人材センターに「準ずる団体」の基準を作成してください。 

イ）第 3 号による公園清掃など高齢者に適した軽度な仕事の提供を随

意契約でお願いします。 

ウ）貴区の広報へ、働きたい高齢者の紹介用の「事業団協議会」の掲

載またはパンフの配布等検討をお願いします。 

② 「厚生労働省とのこれまでの確認事項」抜粋、高年齢者雇用安定法（高

安法）5 条、36 条に関して厚生労働省と全日本建設交通一般労働組合

（建交労）が、話し合いにより確認してきた内容の一部です。 

ア． 建交労から提示されたリーフにある高齢者団体は高安法 5 条、

36条に含まれます。 

イ．高安法 5条、36条で援助する団体が『シルバーセンターのみ』

と誤った認識をしている地方自治体に対しては、事実を確認

し、適切な説明を行っていきます。なお、9 年 11 月に各労働

局長宛に「高齢者等の雇用の安定等に関する法律に係る解釈

について」事務連絡文書を出し徹底を図りました。（平成 21

年 11月 20日付） 

ウ．16 年「高安法改正」にともない地域の関係についてはもちろ

んシルバー人材センター以外の高齢者への援助・育成団体を

除外しているものではありません。（16年 7月）随意契約に関

する政令改正についての総務省見解。 

 総務省自治体行政局行政第三係長回答「改正は皆様などか

ら要望が出されていたので、政令第 167 条の２第一項三号の

改正を行い「シルバー人材センターに準ずるものとして地方

自治体の認定を受けたもの」も随意契約にできることとする。

シルバー人材センターに準ずるものを決める場合―以下省略

― 

③ 生活困窮者自立支援法に基づく認定職業訓練事業に東京都が認定した

認定団体に対し、世田谷区としての規定を作成し、随意契約で仕事が

発注できるようにしてください。 
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８．新型コロナウイルス感染症に関する対策について 

① PCR 検査や抗体検査など感染症検査体制を強化し、区民への周知など、身

近なまちづくりセンターの活用をするなど、必要な整備・支援を引き続き

継続、拡充してください。なお、今後 3 回目、4 回目のワクチン接種につ

いても体制を整えて早期に、すべての区民の接種が進むように円滑な実施

をしてください。 

＊資料の提出要求 ★区内のワクチン接種の実施状況（年齢、回数別） 

★区内累計感染者数、死亡者数（年齢別） 

② 介護・福祉施設に対し、感染防護資材や衛生資材の支給などを拡充するな

ど早急に整備を進めてください。 

③ 感染症が収束しないもとで、複合災害に備えた対策について進捗状況と今

後の計画など教えてください。特に避難所に必要な物資（手洗い石鹼、消

毒液、マスク）三密防止、簡易ベッドなどの確保を図ってください。 

④ 年金と就労により生活していたが、長引く自粛に伴い収入が途絶えた人な

どへの補償や生活支援について世田谷区で独自の支援策を図ってくださ

い。 

⑤ 今後の感染症予防対策も含め、区民の健康増進のために保健所の増設、保

健師の増員をしてください。 

 

９．その他の要求 

① 公的医療を縮小させ都内の医療崩壊をもたらす都立・公社病院の独立法人

化はやめるよう要望してきた。都においては 22 年度に独法化の条例が成

立し、7 月から独立法人となるが、世田谷区に存在する松沢病院について

も従来の医療体制及び機能が後退することのないよう、東京都に積極的に

働きかけると同時に、世田谷区としても助成など積極的な対応をしてくだ

さい。 

 

② 区民利用施設（区民センター、地区会館、区民集会所、体育施設）の充実

強化を図り、これ以上の利用料の引き上げは行わないでください。ア.利

用時間の枠組みを利用しやすい時間帯に、再検討してください。イ.施設

の公的使用優先の制度について、一般利用者への納得のいく説明および公

的使用については、まちづくりセンターに併設されている会議室を利用す
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るなど別途の施設で対応してください。ウ．区民利用施設の改廃について

は事前に施設利用者の意見を聴くことを原則にしてください。 

 

③ 災害などの緊急時における一人暮らし、高齢者のみの世帯（単身世帯含む）

の安心、安全、救援体制の強化を図ってください。 

 

④ 福島の原発事故以前の放射線の数値を回復していない現状、新たな原発再

稼働に因る事故の可能性にかんがみ放射能測定器を各出張所、まちづくり

センターに常備（個人への貸し出しも）してください。 

 

⑤ 新庁舎における区議会の各委員会の傍聴席数及び議会機能はどうなった

のか教示ください。 

 

⑥ DX制度の推進が行われようとしていますが、高齢者の多くは情報機器の取

り扱いが不得手であり、今回のコロナワクチンの接種予約でもパソコン予

約ができず、大変な困難を抱えた方が多く存在しました。区の DX の取り

組みについては、今回の実態などを踏まえて、高齢者が行政から情報弱者

として取り残されることがないように、十分な検討をしてください。 

 

⑦ 国が進める「デジタル化」への対応に当たっては、個人情報保護の問題だ

けでなく、自治体の情報システムの標準化で区独自の住民サービスの抑制

等につながらないよう留意してください。 

＊資料の提出要求 ★世田谷区の新たな個人情報保護条例に関する審議

状況を教えてください。 

 

⑧ マイナンバーカードの普及を急ぐことで、個人情報の流出などが危惧され

るが、世田谷区としては区民の個人情報を守る上での対策を教えてくださ

い。マイナンバーカード利用上過去に不具合等事故はなかったか？事故対

応についての対策を教えてください。 

以上 


