診断された

ち要受診と

・生徒が居ましたか﹂と

態であると見られる児童

また﹁口腔内が崩壊状

・ ９％と多

ともに﹁親の意識﹂が
・ ６ ％︑

・６％と続

く︑次いで家庭の事情が
・２％︑
く︒ネグレクトを含む︑
親の意識の低さを指摘す
る意見もあり︑長時間労
働等によって受診が妨げ
られている状況も伺え
た︒

窓口減免求める声
﹁どのようにすれば︑

とができるとお考えです
か﹂との質問への回答で

・８％

は︑
﹁ 親 へ の 啓 蒙︑ 子 ど
もへの指導﹂が

と 圧 倒 的 に 多 い︒ し か
し︑ こ の 点 で は︑
﹁親の
意識の問題が大きいと思
う︒何か強制的なものが
あればと思うが︑現実は
可能ではない﹂など︑多
くの学校が努力している
が困難な状況が伺える︒

通せる強大な権力を手に

そして社会保障費の大幅

基地建設︑ＴＰＰ推進︑

し︑原発再稼働︑辺野古
昨年末の突然の解散で

民の大多数は
強圧的な政治
に対してあき
らめ感を示し
た︒対抗すべ
き野党も︑共

削減に突き進んでいる︒

﹁領土なん

て物は誰がい

つ頃考え出し

また﹁受診料の減免﹂を

③口腔内への健康意識の

か か る 体 制 の 強 化 等 ︶︑

抜本的強化︵歯科検診に

︱︱を提案している︒

り︑⑤抜本的な貧困対策

療につなげる仕組みづく

や学校から直接︑歯科治

場と行政・地域との連携

やモンゴルと内モンゴル

のだ︒世界には南北朝鮮

の国境線があるようなも

は日本が箱根を境に東西

社保協／新パンフ

たんやろ﹂と

私が言うと︑友人は﹁ナ

ポレオンやろ﹂と即答し

た︒
﹁ 国 民︑ 国 家︑ 領 土

という三つの概念を束ね

た意味では賛成やが︑粗

型を作ったのはブルボン

王朝やろ﹂と私は思って

求める声も２割となっ

低い保護者や児童への啓

シリアとイラクの国境

いた︒

た︒
﹁むし歯治療の無料

蒙活動の強化︑④学校現

めに︑①子どもの医療費

どもの未受診を無くすた

の医療費助成制度拡充をめざす大阪府民連絡会など

日に大阪市中央区のＯＭＭビルで開かれる︒子ども

子どもの貧困問題を考えるシンポジウムが２月

取されるのを過去の歴史

なら時を移さず他国に奪

だが︑国家がバラバラ

いるのか疑問である︒

活とにどれだけ役立って

が人々の平和と幸せな生

で︑国家主権というもの

ら国境が引かれたもの

れも政治的ないきさつか

る例は少なくない︒いず

が隣国として分かれてい

自治区みたいに同一民族

化をすすめる事で少しで

出来ると思います︒生徒
や家庭にも指導しやすい
です﹂などの声が寄せら
れている︒

２月 日︵日︶︑大阪市内

助成制度の抜本的な拡充

が主催する︒参加費５００円︒問い合わせ・申し込

︵

料 ︶︑ ② 口 腔 保 健 指 導 の

民の目をごまかそうとす

基地固定化を着々と進め

が明記している︒最も野

ている︒

る︒大多数の国民が不安
我われが納める貴重な

蛮な動物種である人間集

きな人間は徒党を組み︑

団の中に身を置くのが好

嫌でもサイレント・マジ

なく暮らせて旺盛な社会

な国の姿だ︒一部の富裕

ョリティーを引きずり込

活動が営まれるのが元気

層や巨大企業がさらに豊

歳入は不足し国の借金

かになることが︑国が豊

み︑人々の平和な日々へ

は増える一方であるにも

かになることではない︒

のささやかな願望を粉砕

税金は国民の幸福に寄与

社会保障を充実させ安

して歴史を刻んで行く︒

るためか５兆円に迫ろう

事費は戦争をする国にす

ものである︒しかし︑軍

減税を行い︑わずかばか

大企業にはさらに法人税

を超す内部留保を持つ巨

かかわらず︑３００兆円

う︒

にしっかりと目を向けよ

契機に国の税金の使い方

に取り組む︒確定申告を

続き署名活動や請願運動

ために保険医協会は引き

とする軍拡予算︒沖縄の

りのトリクルダウンで庶

冨本昌之

民意を無視して沖縄への

経税部長

心して暮らせる国にする

するものに使ってほしい

を断行するつもりだ︒

みは大阪社保協
︵℡ ︱６３５４︱８６６２︶まで︒

歳まで窓口負担無

協会は︑口腔崩壊や子

子どもシンポ開く

も未受診を無くすことが

税・社会保障一体改革
の実態を分かりやすく

税金の使途に目を向けよう
以外安倍内閣と似たり寄

兆円という過去最大の

産党︑社民党

ったりの公約ではしらけ

の増税を見送ったことを

予算ながら消費税 ％へ
議席数で３分の２以上

るのも同感だ︒
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２０１４年分確定申告にあたって

は史上最低の投票率で国

る︒

児童の未受診を無くすこ

た︒口腔崩壊の原因を分

２件︑中学校で 件あっ

た事例は︑小学校で１９

養護教諭から寄せられ

る︒

小学生過半数︑
中学生７割超が未治療
児童・生徒

・３

の問いには︑小学校で
・３％︑中学校で

が歯科医療
機関を受診

34

11

学校歯科検診後の要受診

7.0％

類すると小学校︑中学校

1.6％

％の養護教諭が﹁いた﹂

経済的事情

した割合を

14.0％

と回答した︒

6.8％

に冷たい内閣だと感じ

本人の気持ち

見ると︑小
寄せられた事例も深刻
で﹁１年生で 本以上の
むし歯のある子が３人も

本むし

本むし歯とい

いた︒６年生では永久歯
がすでに
う子がいた﹂
﹁

歯のある中３の女子生
徒︒親の養育能力も低く
︵本人も低学力︶歯の衛
生面だけでなく︑他の生
活 習 慣 全 般︑ 意 識 が 低
い﹂の声が寄せられてい

今年も確定申告の時期
になった︒一年を振り返
っていかがだっただろう

消費税が８％に上がり

か︒

11.6％

協会が常任幹事団体を務める大阪
社会保障推進協議会は、「税 ・ 社会
保障一体改革」を分かりやすくまと
めたパンフレットを発行した。消費
税増税の一方で、医療・介護・年金
などの切り捨ての実態を追及してい
る。パンフは今号に同封。協会は、
医院での活用を呼びかけている。
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学校では
・４％︑中
学校では
・９％とな
っている︒これは前回と
ほぼ同様の結果だ︒

全国保険医団体連合会
︵保団連︶が１月 日に
東京都内で開いた代議員
会で︑１年間の組織拡大
結果が報告され︑歯科医
師の会員実増数で大阪歯
科協会が 年ぶりに全国
１位に輝いた︒

人増加した︒診

２０１４年に協会の会
員数は

療報酬改定への取り組み
に加え︑講習会や指導対
策︑積極的な共済活動な
どが受け入れられ︑着実
に入会者を増やした︒
会員数は１月末時点で

懸念されたとおり消費は
冷え込み︑格差は拡大し
来院されている患者さん
にも影を落としている︒

18.2％

盾に社会保障制度の改悪

−2.27％

34.9％

家庭の事情（就労環境や食
生活など）

を確保した与党は何でも

介護報酬改定率。来年度予算
で約４千億円削減の一方、軍事
費は過去最高の４兆9801億円。

３９６４人︒協会は早期
に４千人会員の実現をめ
ざし︑今後も会員のため
になる活動に取り組んで
いくことにしている︒
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３〜６面に確定申告特集／８面に﹁難病医療費助成・電子請求の取り扱い﹂

今日の数字

養護教諭が考える口腔崩壊の原因

36

つくづく安倍内閣は弱者

22

06

10

24

75

10

14

中学校
小学校

48
25

18

96

25

43

26.6％

話

21

18

受診できない子どもたち

保団連代議員会で大阪歯科

今調査の結果から学校

http://osk-net.org/

親の意識（ネグレクト含む）

談

住江保団連会長（左）から表彰を受ける
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歯科検診を受け︑そのう
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学校歯科治療調査

協会は、 府内全公立小中学校に対
し、学校歯科治療調査を実施（2014年
12月実施）した。同調査は、2012年か
らはじめ、今回で３回目となる。2013
年からは対象を中学校にまで広げた。
今回の回収率は、小学校で 20.7%、中
学校で17.4％だった。

全国１位で表彰
会員
実増

