今後のキャラバンの予

る﹂と述べた︒

同午後３時〜阪南市▽
日︵水︶午後２時〜茨木
日︵木︶午後２時

時〜河内長野市▽

時〜貝塚市▽ 日︵火︶

の泉南市では高学

成が小学４年まで

分〜熊取町▽同午

市▽８月３日︵月︶午前

︵木︶午後３時〜東大阪

い歯科医療﹂の実現を求

事 会 を 開 き︑﹁ 保 険 で 良

午前 時〜池田市▽７日

い医師・歯科医師アピー

時

みを始めとする運動対策
を決めた︒
月１日から通知され

招いて学習︑個人情報を

なる︒国民の中で﹁マ

ばできてしまうことに

が︑本質的に非常に 危

民には伝わりにくい

前に隠された意図は 国

その取っ付きやすい 名

り︑家族関係︑職業︑

はもとよ

人認識情報

基本的な本

能になる︒

税︑そして個人資産に

社会保障の各分野と

関や保険会社にとって

ながっており︑金融機

﹁マイナンバー﹂でつ

保持への不安感が非常

報漏えいのように機密

い上に︑年金機構の情

くれて︑各種の手続 き

までマッチングされ︑

味︑嗜好に関する情報

証を兼ねるようにな

号カード﹂が健康保険

号 で 結 ば れ︑
﹁個人番

経済界の提案がある

障費の個人会計という

かねてから︑社会保

ある︒

は願ってもない制度で

営を行う事業主でもあ

であるとともに医院経

師の多くは医療従事者

に高まっている︒

３時〜高槻市▽９月１日

請にとどまらず︑地域で

つながりのある団体に地

時〜藤井寺

市▽同午後２時〜大阪狭 ︵火︶
午後２時〜忠岡町▽

日︵火︶
午前

区組織単位で協力を要請

日︵水︶午後３時

町※参加を希望する会員
は協会事務局まで︒

を示した︒協会では８月

すべきなど︑問題と課題

合わなければ施行を延期

・徹底がまず必要︑間に

現状では︑法規制の周知

とんど周知されていない

保護するための知識もほ

げると共に医療・介護等

会内での取り組みを広

ティッシュを作成した︒

ハガキ署名入りポケット

をお願いするポスター︑

﹁保険で良い歯科﹂署名

る請願署名へのお礼と

者負担引き下げ﹂を求め

昨年取り組んできた﹁患

・２０１６年度の執行体

認した︒これで２０１５

決め︑専門部員委嘱を承

た︒合わせて専門部長も

事長の担当管掌を決め

担︑専門部の担当︑副理

出された理事の役務分

回評議員会で選

﹁保険で良い歯科医

いする︒府的団体への要

団体にも署名協力をお願

制が確定した︒

日の第

会務運営では︑５月

同を広げていく︒

１日に会員に向けた講習

の改善運動を進めている

療﹂署名は︑ 月まで行

る︒

会を開くことにしてい

紙や地区活動等の中で賛

見をした︒引き続き機関

医科・歯科協会で記者会

については︑７月８日に

・歯科医師共同アピール

立を許さないための医師

安全保障関連法案の成

していくことにした︒

日︵木︶
午前 時〜田尻

山市▽

時〜枚方市▽同午後

〜羽曳野市▽ 日
︵木︶午
前

安保法制廃案へ賛同広げる

蝕の学校医療券と直結し
午前 時〜高石市▽ 日

める請願署名３万筆を集

︵金︶午前 時〜富田林
日︵月︶午前 時

26

医療・介護・福祉の改善求め
市▽
〜吹田市▽ 日︵月︶午

れ︑支給開始が８月にな
◇

ている︒医療費助

める取り組み︑安全保障

控えて重症化する

市▽

２時〜大東市▽

10

27

定は次の通り︒協会は︑
歯科医療現場の声を行政
前

繰入など︑柔軟な対応で
る 問 題 で︑﹁ 就 学 援 助 の
▽７月 日︵月︶午後２

キャラバン行動始まる
に伝える場として︑会員
の参加を呼びかけてい
医療・介護・福祉の改
加入者の負担を最小限に
判定は学校病である︑う

る︒

善を求めて市町村と懇談
とどめるよう求めた︒

スタートした︒主催は協

後２時〜堺市▽４日

関連法案の成立を許さな

就学援助の判定が遅

する自治体キャラバンが

会や労働組合などで構成

年が３割負担かゼ

︵火︶午後２時〜くすの

９日︑泉南市を皮切りに

する大阪社会保障推進協

ロ円かの分かれ目

き広域連合▽５日︵水︶

ことにもつながり

〜豊中市▽同午後２時〜

問 題 ﹂﹁ 重 要 課 題

︵月︶午前 時〜岬町▽

19
25

診療報酬改定へ向け３万筆署名

議会︵社保協︶で︑懇談

になる︒判定まで

日︑第５回理

には 人が参加︑市当局

の間に︑受診を手

協会は

人が出席し

要望は国保︑健診︑介

かねない﹂と指摘

る個人番号制について︑

た︒

は９課から

護保険など暮らしに関わ

し︑４月の判定・

柏原市▽ 日︵火︶午前

坂本団弁護士を理事会に

として認識してい

が︑番号法の施行によ

制度の利用促進予定

イナンバー﹂利用が広

り︑実行しようと思え

には多様な民間企業と

がれば個人のさまざま

家に把握されることに

の連携がメリットのみ

なる︒

ら︑監視体制の日常化

書かれているが︑民間

のプロファイリングが

や︑ 働 く 権 利︑ 生 存

最も本質的で重大な危

しかし︑今国会で審

権︑社会保障などの基

な情報が国家の監視下

利用できるとうたって

議中の﹁改正﹂法案で

企業などに知られたく

に入る︒危険極まりな

いるため︑納得させら

さらに︑官と民のさま

本的人権が︑医療分野

ない個人情報までが

険 性 で あ る︒ こ こ か

ざまな個人データの確

も含め︑侵害される︒

れる国民も多い︒

ルの賛同を広げる取り組

国保料について市は
支給を訴えた︒担

日

時〜四條畷市▽同午後

る７項目︒

﹁今回の国保の都道府県
当課も﹁悩ましい
就学援助の運用改善を訴えた
泉南市との懇談＝９日︑泉南市

化によって保険料が上が
る可能性がある﹂ と回
答︒社保協からは法定外

マイナンバー
実な名寄せ・突合が可

険性のあるシステム

職場︑年収︑預貯金︑

関する情報が 桁の番

﹁ マ イ ナ ン バ ー ﹂︒

だ︒政府は﹁無料で 国

学 歴︑ 健 康 状 態︑ 趣

行政のための識別番号

が身分証明書を作っ て

が便利になる制度で す

その人間の人物像がで

り︑個人の健診データ

また︑我われ歯科医

よ﹂と知らせている ︒

も含め︑個人情報が国

う︒会員診療所窓口で署
名をしやすくするため︑

る︒従業員及びその家
族の個人番号を取り扱
うことになる︒もし︑
我われの不注意もしく
は不可抗力であっても
情報漏えいさせてしま
った場合︑重い罰則規
定があり自らの費用責
任でセキュリティー対
策を講じなければなら
ない︒
協 会 は︑
﹁マイナン
バー﹂制度の導入に強
く反対する︒同時に︑
問題点の理解を深める
ために︑同制度の危険
な概要と実務対応の講
習会を８月１日に開

してもらいたい︒

く︒多くの会員に参加

大阪府知事免許
（05）043403号 担当：平石
大阪市城東区東中浜1 12 15 ℡ 06‑6170 8880 ℻ 06‑6170‑8980

㈲さくらハウス

24

11

きあがり︑プライバシ

売買物件募集中

16

10

20

10

第５回
理事会
10

51

摂津市千里が丘
500万円
チェア２台 １Ｆ 開業11年

賃貸（箕面方面）
200万円
賃料200,000円
配管のみ

30

10

17

ーが丸裸にされる︒こ

探されている先生方から多数問い合わせがございますので、売却予
定がございましたら是非当社にお任せ頂けるよう御願いします

10

その上︑災害時の被 災

ただいま売り物件が非常に不足しております。内装付き歯科医院を

28

10

11

10

売却物件募集

27

10

30

10

17

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

大阪社保協

者支援に関する事務 に

12

12

10

10

10

15

21

２０１５年７月２５日 （５、15、25日発行）
（２）
（第三種郵便物認可）
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