高 齢 者 の負担 もう限界
るよう野党で協力しなが
ら働き掛けていきたい﹂

性を訴えた︒

最後のセーフティーネット ３

らない︒よって︑社会権規約に

違反する生活保護法の解釈は許

同日に衆院議員会館で

と国民生活がかけ離れて

通じて感じたのは︑政治

議員・秘書への要請を

訟では︑憲法︑法律違反に加え︑

生活保護基準引き下げ違憲訴

国に権利の実現を漸進的に達成

社会権規約２条１項は︑締約

されない︒

開かれた﹁ストップ！患

国際人権法の一つである社会権

するために行動をとる義務を課

生活保護裁判の行方

者負担増キックオフ集
いるということだ︒昔は

規約違反も問題にしている︒

杉本叡理事の話

心配なく受診できるよう
会﹂には︑全国の保険医
﹁中流世帯﹂がほとんど

︵宮本議員︶と応じた︒

寄せられた負担増中止の
に ﹂ と 強 く 求 め た︒﹁ 予
協会などから１２０人が
だったが︑今では貧困世

・清水忠史・堀内照文各

一方︑社会保障費を抑制
策への反対運動を紹介

阪府の医療費助成削減政
特に大阪は全国と比べて

帯がかなり増えている︒

際人権規約の一部を成す︒両規

ともに１９６６年に成立した国

国際人権規約を人権の国際標

は︑ストーンの角度や研

写真で解説した︒実習で

﹁一般的意見﹂という公的見解

す る と と も に︑ 条 約 の 解 釈 を

加 し た︵ 写 真 ︶︒ 同 部 の

達のポイントとして﹁患

機会が作られてい

り︑改善を訴える

技工士が立ち上が

ほしい﹂として︑シャー

ープニングを身に付けて

してしっかりとしたシャ

福池氏は﹁理論を理解

ら実習した︒

一人ひとりを補助しなが

師やインストラクターが

こと﹂とアドバイス︒講

で︑締約国は︑規約︑一般的意
見に沿った解釈をしなければな

国際人権規約︵前文︶ ※抜粋

後退は社会権規約違反
人類社会のすべての構成員の固
有の尊厳及び平等のかつ奪い得な
い権利を認めることが世界におけ
る自由︑正義及び平和の基礎をな
すものであることを考慮し︑これ
らの権利が人間の固有の尊厳に由
来する⁝︵中略︶⁝自由な人間は
恐怖及び欠乏からの自由を享受す
ることであるとの理想は︑すべて
の者がその市民的及び政治的権利
とともに経済的︑社会的及び文化
的権利を享有することのできる条
件が作り出される場合に初めて達
成される

している︒日本は 年に同規約

進歩させる義務

来年度予算案や医療費
要請署名のべ８７４人分
算案では軍事費と公共事
参加︒段野和茂理事が大

医療改悪の中止求める

の患者負担増の国会審議
を各議員に提出した︒面
業費に大盤振る舞いする

１・ 国会行動

が通常国会で始まるな
談した共産党の宮本岳志

国保険医団体連合会が主
する内容になっている︒

及び政治的権利を保障する条約

衆院議員に﹁高齢者らの

が自由権規約であり︑経済的︑

催した中央要請行動に参

を示しながら患者負担増

社会的及び文化的権利を保障す

約共通の前文には︑左の図の通

計画の中止を求めると共

る条約が社会権規約である︒

り理念が書かれている︒市民的

に︑政治の力で改善して

負担増ストップには︑患

準として機能させるため︑自由

者の実態を知らせる継続
した働きかけが必要だ︒

権規約委員会と社会権規約委員
会は︑それぞれ条約加盟国︵締
約国︶政府から提出された報告
書を審査し︑締約国が国内で規

臨床・学術部は﹁シャ

約を正しく実施しているか監視

ープニングセミナー〜よ

として公表している︒

臨床・学術部

シャープニング実習開く

︵要請議員は次号に掲載︶

法より強い効力

ほしいと強く要請した︒

も 貧 困 率 が 高 く︑ 深 刻

りにした︒結果を基に作

だ︒歯科医療現場の実態

成したパンフレット﹁歯

し︑窓口負担軽減の必要

で口腔崩壊︵咀嚼が困難

医療・福祉に重点配分す

な状況︶の子どもたちが
科技工士がいなくなる﹂

負担はもう限界︒お金の

議員に対し︑下井戸昭介
副理事長ら役員７人は
﹁高齢者の窓口負担増は

政府が 歳以上の高額

中止・撤回を﹂と訴えた︒

療養費の負担増や︑後期
高齢者の保険料の縮小な
どを計画していることに

存在している︱︱ことが
は︑小池晃参院議員︵共

月４日︶で

ぐ際の姿勢などの注意点

年

産︶によって厚生労働委

り良いスケーリングのた

員会︵

配布されるなど︑全国で

を確かめながら繰り返し

国紙など多くのマス・メ
ディアが相次いで報道︒

めに﹂を１月 日︑保険

福池久恵氏が講師を務め

者の口腔内の状況を把握

る︒不十分ながら

プニングの基礎を動画や

で見られたの

﹁実技を近く

ことできた﹂

動作を見直す

参加者からは﹁基本的

厚労省が技工問題
で独自調査に踏み
切るなど︑国政を
動かす大きな力に
もなった︒

がよかった﹂
などの感想が
寄せられた︒

条約は法律より効力が強いの

数万部が活用された︒

連は全国歯科技工所調査

たほか︑２人がインスト

スケーリングでは︑上

年に実施︒さらに歯

ラクターにあたった︒

を

科技工士問題懇談会や厚

して取り組んだ技工所ア

労省交渉が開かれ︑歯科

校歯科治療調査や歯科技
ンケートでは︑歯科技工

２０１２年から実施し
ている学校歯科治療調査
は︑学校歯科検診後の児

年調

童・生徒の受診動向を明
らかにしてきた︒

・３％が受診し

16

学校歯科治療調査は
NHKが報道

国政動かす大きな力に

ていない▽約半数の学校

のうち

で治療勧告された子ども

査では︑▽学校歯科検診

16

し図示できるようになる

士の過酷な現状を浮き彫

医会館で開き︑ 人が参

練習した︒

会内外に大きな衝撃を与

調査結果はＮＨＫや全

上から、宮本岳志議員、
清水忠史議員、堀内照文議員

工所アンケートが大きな

この調査を機に︑保団

11

ついて︑協会は会員から

政 策 部

分かった︒

加した︒大阪選出の国会

社会権規約は︑自由権規約と

か︑協会は１月 日︑全

26

26

ともに

反響を呼んでいる︒

歯科技工の改善をめざ

えた︒

14

70

会員と

政策部が取り組んだ学

29

15
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大阪歯科保険医新聞

る︒

︵弁護士・楠晋一︶

︵つづく︶

らし続けるのか問い続けてい

人権後進国として世界に恥をさ

面から取り上げ︑裁判所と国に

基づく制度後退禁止原則を真正

この訴訟では︑社会権規約に

勢を度々批判している︒

審査で日本の裁判所と政府の姿

い︒社会権規約委員会は報告書

それに便乗して規約を守らな

会権規約を無視︑軽視し︑国も

ところで︑日本の裁判所は社

世界の恥さらし

規約違反となるのである︒

会保障制度の後退は原則社会権

つまり︑生活保護を含めた社

ている﹂とされている︒

ること︑を証明する責任を負っ

関連によってそれが正当化され

規約に規定された権利全体との

資源の完全な利用に照らして︑

び締約国の利用可能な最大限の

導入されたものであること︑及

肢を最大限慎重に検討した後に

締約国は︑それがすべての選択

退的措置がとられる場合にも︑

定が働く︒いかなる意図的な後

いて禁じられているとの強い推

た後退的な措置は︑規約に基づ

に対する権利に関連してとられ

一 般 的 意 見 で も︑
﹁社会保障

することとなる︒

させることは同規約の趣旨に反

を負う︒そのため︑権利を後退

向けて漸進的に進歩させる義務

を批准しており︑権利の実現に
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