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今度の選挙で
は「格差社会」
をどう捕らえど
う是正するかが
一つの争点になりそうで
ある。
「勝ち組」 と 「負け
組」という単純な図式で
差別社会を構成し、競争
原理に唯一の価値を置く
ことに矛盾が増大してい
る現状を可とするか不可
とするか、国民の選択に
委ねられている。
矛盾は少子化や犯罪の
増加・多様化、教育や医
療の崩壊に見られるが、
社会構造という根の部分
は手付かずで個別に対応
しても大きな成果は期待
できない。
高齢社会は有権者の中
の高齢者比率が高くなる
訳で、彼等の意識が未来
の日本の進路に与える影
響は大きい。
「今まで懸命に働いて
きたのだから、これから
は人生を楽しまなきゃ」
という考えよりは、次の
世代に少しでも良いもの
を残すために何ができる
のかと考える老人は美し
い。
私のような高齢者の負
債も、返済と労働の意欲
の表れだから鬱の要因に
はならない。





日 時
４月1
8
日
（水）
午後２時～５時

相談者
斎藤直樹税理士








し、協会の方針にもほぼ
合致している永井きみ子
氏の推薦を決めた。同氏
とは、歯科医療体制の充
実や医療費助成制度の拡
充、同和行政の終結など
８項目の協定を結んだ。
同地区では、提供する
側、提供される側が互い
に安心できる歯科医療体
制の実現を目指す。

首長選挙における
協会の基本姿勢

日 時
４月1
9
日
（木）
午後２時～４時

相談者
堀口正二社労士

相談料は無料、
会場は保険医会館１Fです｡
事前予約制で、１週間前に締め切ります。



歯科医療体制の充実を目指す



永井きみ子氏と政策協定



保険業法適用除外求めて

与野党の国会議員に協力を要請
理事長は、大阪選出の竹
本直一、川条志嘉、中山
泰秀の自民党３議員はじ
め、石井郁子（共産）、
吉井英勝（同）両議員、

全な共済制度に規制は必
要ない。超党派の国会議
員による議員立法で、業
法の適用除外項目に自主
共済実施団体を明記して
もらいたい」と訴えた。
行動には、保団連の住江
憲勇会長、共済担当理事
はじめ各協会役員・事務
局ら 人が参加した。

法律相談

参議院は尾立源幸 （民
主）議員と面談。自民党
には、与党として自主共
済制度存続の手立てを取
るよう協力を求めた。請
願署名２１０人分を提出
した。
各議員からは、休保制
度の掛金額や口数、保障
内容、保険商品となった
場合のデメリットについ
て質問が出された。協会
の下井戸副理事長は、営
利を目的としない共済と
一般保険業との違いや、
制度の廃止に追い込まれ
ている団体の実情を示し
ながら「会員のための健

日 時
４月２日
（月）
午後２時～４時

相談者
河村武信弁護士


大阪府歯科保険医協会
・保団連は、会員の思想
・信条、政党支持の自由
を守り、特定政党に対す
る支持の押し付けはいっ
さい行っていません。
なお、各自治体の首長
選挙では医療などの社会
保障要求が直接反映する
ことから、会員の思想信
条を守ることを前提に政
策などで一致する候補者
を推薦しています。

専門家がおこたえします

定候補者５人にアンケー
トを実施、４人から回答
があった。同市長選挙の
争点は、①政府が打ち出
した住民犠牲の行政改革
路線に追随し、福祉・教
育・医療の切り捨てなど
市の公的責任を後退させ
る現市政の継続か、憲法
と地方自治の精神を生か
し、福祉・くらしを最優
先する新しい市政を実現
するか②部落開放同盟と
癒着し、「人権」の名の
もとに特別扱いをし、不
正・腐敗事件の温床をつ
くってきた現市政の継続
か、同和行政を完全終結
させる新しい市政の実現
か
が挙げられる。
回答をもとに検討した
結果、市民の立場からの
観点で国保料軽減や短期
保険証・資格証明書の発
行削減や混合診療反対、
憲法 条を基に社会保障
を重んじる意思を表明
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な空洞化の流れを大きく
変えるために、生きいき
とした未来をみつめる地
域医療がますます大切に
なっています。集いの成
功に向け、会員・スタッ
フのご協力とご参加を心
から訴えます。

政策に一致する岩根氏を
推薦することを決めた。
岩根氏は、①市民が安
心して医療を受けること
ができるように、保険料
減免等を市民のくらしの
実態に応じて実施すると
ともに、短期保険証・資
格証明書は発行しない。

東大阪・八尾・柏原地区

岩根良氏の推薦を決定
に総事業費１千億円、公
園にお城をつくるのに
億円など、財政効率も考
えず、市民が望んでいな
いハコモノづくりを進め
る計画を立てている。
同地区は、各候補者へ
のアンケートの結果、社
会保障の充実など協会の

八尾市長選挙

東大阪・八尾・柏原地
区は、八尾市長選挙に立
候補している現市議会議
員の永井きみ子候補の推
薦を決めた。
同地区で推薦を決める
に当たり、八尾の医療を
充実させる立場から全予
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社会保障の充実実現へ向け

協会の北大阪地区は、
吹田市長選挙に「市民派
市長をつくる会」から立
候補する岩根良氏の推薦
を決めた。
現市長は市独自の医療
福祉施策を「財政健全化」
のもとに切り捨て、その
一方で操車場の跡地計画

協定書に調印する永井氏
（右）
＝
１日、八尾市内



生活習慣病やメタボリッ
クシンドローム、在宅医
療での嚥下機能、子ども
の食育について講演して
いただきます。
医療制度改革関連法の
もとに進められている国
民皆保険制度の加速度的
協会・保団連は休業保
障制度の保険業法適用除
外を求めて８日、与野党
国会議員へ要請した。
下井戸昭介大阪歯科副

各 種 相 談 室











休業保障
②乳幼児医療費助成につ
いて、一部負担、所得制
限なしで実施するととも
に、対象範囲を小学生ま
で拡充する。③市独自の
老人医療費一部負担金の
一部助成については、自
己負担金をゼロにする
と掲げている。
同地区は、財政破綻が
懸念される吹田市政を変
えようと立候補した岩根
氏を市長にして、全国一
の 「健康福祉都市 『吹
田』」の実現を目指す。

竹本直一衆議院議員
（自民）
に要請書をわ
たす下井戸副理事長＝８日、
議員事務所内

を予定しています。現在
演題を募集中で、日常診
療の研究や工夫を演題と
して発表していただき、
会員やスタッフとともに
その内容を共有いたしま
しょう。午後は、シンポ
ジウムで４人の演者から

裏面の演題応募用紙でお申し込みください

吹田市長選挙



今号新聞とあわせてチラシをお届け
北大阪地区
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岩根良氏
（左）
と推薦決議した平川
光彦地区責任者＝吹田市内

医科・歯科融合「未来
を見つめる地域医療」～
より良く食べるはより良
く生きる～をメーンテー
マに、医科・歯科共催で
第３回日常診療経験交流
会を６月 日（日）に開
きます。
案内チラシのキャッチ
コピーが「しかも、イカも
一緒なんです」と訴えて
います。「歯科も、医科も
一緒なんです」の会員、
患者そして住民への熱い
思いを「鹿も、烏賊も一
緒なんです」と比喩して
表現しています。シカ科
哺乳動物のシカと軟体動
物のイカは、分類学上も、
形態学上も、そして生息
環境も異なります。唯一
の共通点は、このものた
ちがヒトに栄養価の高い
食材を供給してくれるこ
とであります。そのこと
と同じように、医師も歯
科医師も、それぞれの立
場から患者や住民に良質
の医療と効果のある保健
指導を提供しています。
そこに医療従事者の融合
が見いだされます。
当日の午前は、「子ど
も」、「成人」、「老人」、
「日常診療」の４つの分科
会とポスターセッション
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「日常診療経験交流会」にご参加ください

山上紘志副理事長が呼びかけ

「歯科も、
医科も一緒なんです」

