談話室
国会要請︵３月
た︒しかし︑部屋の入り

国会議員の部屋を訪問し

組んだ国会行動の要請議

協会が３月 日に取り

敬︑原田憲治︑竹本直一

お知らせ

共済部

︿公明﹀北側一雄︑佐藤
茂樹︑伊佐進一︑浮島智

かを物語る︒声をあげて

国会行動がいかに難しい

いのが実情なのだろう︒

ければ国会議員も動かな

な国民世論を味方にしな

も聞く耳さえない︒大き

の議員に面談を希望して

の議員だけだ︒他の政党

を引き受けるのは共産党

会員から集めた署名の束

中まで通し︑話を聞き︑

い︒快く我々を議員室の

本人との面談はかなわな

山泰秀︑大塚高司︑佐藤

きなおみ︑北川知克︑中

昌平︑大西宏幸︑とかし

︿自民﹀大隈和英︑岡下

衆院

︻秘書対応︼

下芳生

︿共産﹀辰巳孝太郎︑山

参院

忠史︑堀内照文

︿共産﹀宮本岳志︑清水

衆院

︻面談︼

員は次の通り︒

︿共産﹀大門実紀史

おり

︿維新﹀浅田均︑高木か

香苗

︿自民﹀太田房江︑柳本

参院

椎木保

史︑谷畑孝︑伊東信久︑

︿無所属﹀上西小百合

卓治︑松川るい
︿公明﹀石川博崇︑山本

︵敬称略・順不同︶

ーションの監視を狙うの
です︒

です︒
テロ対策の法整備を見

政 府 は︑
﹁テロ等準備

処罰できます︒ハイジャ

でも共謀や予備の段階で

罪などの重大犯罪は︑今

てみると︑内乱罪や殺人

罪 ﹂ を 作 ら な い と︑﹁ 国

ック犯の準備行為も︑サ

五輪開催に必要

際組織犯罪防止条約﹂を

日に成立したことを受

改正雇用保険法が３月

雇用保険料率
下がりました

子︑樋口尚也
︿民進﹀平野博文︑辻元
清美

根気よく行動を続けるし
ゆ か り︑ 左 藤 章︑ 長 尾

︿維新﹀松浪健太︑遠藤

円の貯蓄があっても４年
か道はない︒

敬︑ 馬 場 伸 幸︑ 足 立 康

くらいで底を尽きる︒医

﹁一般の方々が対象にな
り﹂は︑なんでも当ては

リンを作るための薬品購

日までの

け︑２０１７年４月１日
から 年３月

雇用保険料率が引き下げ
られた︒
雇用保険料率は︑従業
員負担分が０・３％︵
年度０ ・ ４％︶︑ 事業主
負担分が０・６％︵同０
・７％︶で︑合わせて９
％︵同１・１％︶
︒
４月支給分の給与から
適用されるため︑給与計
算の際に注意が必要にな
る︒

分かります︒

真の狙いは弾圧
﹁テロ等準備罪﹂ に
は︑テロと関係ない犯罪
が多く含まれています︒
例えば︑威力業務妨害罪
や建造物損壊などとこじ
つけて︑市民運動や住民
のアクションが弾圧され

共謀罪とは︑簡単に言

いかにも︑善良な一般市

他の組織的犯罪集団﹂⁝

﹁テロリズム集団その

の瞬間にその団体は﹁組

だ！﹂と認定すれば︑そ

やりとりは︑犯罪の共謀

は︑マフィアの資金洗浄

際組織犯罪防止条約﹂

しかし︑そもそも﹁国

共謀罪成立を条件にする

五輪開催など︑ＩＯＣが

整備は︑済んでいます︒

るおそれがあります︒テ

す︒これまで提案される
ってしまえば︑複数人が

犯罪を共謀するかなど︑

いつどこで誰がどんな

の 際︑ 条 約 の 目 的 か ら

ん︒日本もこの条約交渉

対策の条約ではありませ

﹁テロ﹂という文言がど

だと言いながら原案に

備罪﹂の法案︑テロ対策

実は︑この﹁テロ等準

たのです︒

る名目に過ぎないことが

ましょう！

ませんね︒必ず廃案にし

息苦しく生きたくはあり

備罪﹂
︒ 物言えぬ社会で

る︑治安立法﹁テロ等準

に国民の心を取り締ま

治安維持法よりも広範

ありえます︒

る人が増えることも十分

り捜査機関へ﹁密告﹂す

れない恐怖で萎縮効果は

うだけで︑捕まるかもし

ロ等準備罪がある︑とい

たびに猛批判を受けて廃

は ず も な く︑ 文 字 通 り

ハタから見ていて分かる

﹁テロ対策﹂を外すべき

案になり続けてきた共謀

会議での話し合いにと

わけがありません︒だか

だ︑と主張したほどです︒ こにもなく︑批判を受け

し合う罪︑です︒

どまらず︑メールやＬＩ

﹁組織的犯罪集団﹂に

らこそ︑捜査機関はこの

罪が︑いまだかつてない
強 硬 な 政 権 の﹁ 数 の 暴

は︑犯罪を行うためにあ

﹁テロ等準備罪﹂の捜査

こに大きな落とし穴があ

力﹂によって強引に作ら

ＮＥのやりとりでも﹁共

えて結成された集団だけ

防止条約や爆弾テロ防止

﹁テロ対策﹂が︑国民

ります︒

れてしまう可能性が高ま

謀﹂と見なされます︒本

でなく︑市民団体︑労働

を 名 目 に︑﹁ ど こ か に 一

条約など︑テロ防止のた

の支持を得るための単な

っています︒

人たちは冗談のつもりだ

組合︑夫婦︑アイドルグ

般市民のふりをした犯罪

めの条約︵ 個︶すべて
をすでに締結しているの

て政府が慌てて書き加え
っ た と し て も︑
﹁共謀﹂

ループ⁝平穏な社会にい

集団が隠れているはず

日本は︑ハイジャック
と見なされることもあり

くらでも存在する︑ごく

えます︒
政府は︑この﹁テロ等

だ﹂と国民のコミュニケ

新人スタッフ総合講座

日時 ５月 日︵日︶午前９時 分〜午後４時
午前 接遇マナー研修︵クレーム対応含む︶
午後 助手編︑衛生士編にわかれて研修
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 午前 水原道子氏︵大手前短期大学ライフデ
ザイン総合学科教授︶︑ 午後 歯科臨床学術
部講師団
会費 助手編７千円︑衛生士編８千円
定員 助手編 人︑衛生士編 人
※受講者全員に﹃デンタルスタッフのための歯科保
険診療ハンドブック﹄︵頒価４千円︶を配布︑
﹃修
了証﹄を発行します

５月 日︵日︶午前 時〜午後１時
Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
末松基生氏︵明和病院歯科口腔外科部長︶
会員３千円︑未入会者１万円
１００人

６月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
佐々木昇氏︵尼崎中央病院歯科口腔外科部長︶
会員３千円︑未入会者１万円

未入会者とは︑会員院所に勤める未入会勤務医です
※協会行事などを本紙等で報道・紹介するため︑講習会など
の写真で個人が特定されることがありますが︑趣旨をご理
解の上︑ご了承ください︒また︑講習会でのビデオ撮影や
録音はお断りします︒

日時
会場
講師
会費

重大疾患の見分け方ＰＡＲＴⅡ
〜正確な診断のための診察法

６月度生涯研修

日時 ６月 日︵土︶午後７時〜９時
会場 保険医会館５階会議室
講師 社保研究部講師団
会費 会員千円
対象 会員本人に限る
定員
人
※﹃カルテ記載を中心とした指導対策テキスト２０
１３年８月版﹄をご持参ください

保険者通報による個別指導の傾向と対策

個別指導対策講習会

日時 ５月 日︵日︶午後３時〜５時
会場 ホテル大阪ベイタワー４階ホール︵ＪＲ・地
下鉄﹁弁天町﹂駅から徒歩５分︶
講師 香山リカ氏︵精神科医︑立教大学現代心理学
部教授︶
会費 無料
定員 ２００人

﹁こころとからだのフシギな関係﹂︱ストレス
に負けないために

大阪府歯科保険医協会定期総会・記念講演
保険でよい歯科医療を大阪連絡会・市民講座

日時
会場
講師
会費
定員

﹁くすり・検査値﹂がわかれば全身が見える

５月度生涯研修

14

療機関の受診に躊躇する
のは当然だ︒

３・ 国会行動
要請議員一覧

６万円強の不足が出ると

口で秘書が対応し︑議員

要請団で大阪府出身の

言われている︒３００万

だんわ室
日︶

に参加した三井泰正副理
事長の感想を紹介する︒

万５千円︑毎月

なぜ共謀罪が危険なの

ることはあり得ない﹂

締結できず︑２０２０年

入も︑今ある法律で処罰

31

などの経済犯罪を防止し

できます︒テロ対策の法

の東京五輪も開催できな

31

織的犯罪集団﹂と見なさ

※カッコ内は2016年度の保険料率

民には縁遠いもののよう

いと主張します︒

18

◇
社会保障関係費の伸び

１ ・ ５兆円﹂︑ 年平均５

︵自然増︶を﹁３年間で

０００億円を﹁目安﹂に
抑え込む〝骨太方針２０
１５〟に沿って︑政府は
あらゆる世代に医療︑介
護の負担増を押し付け︑
年金の給付額の削減と開
始年齢の引き上げを進め
てきた︒
無職の高齢夫婦の平均
年金収入は 万３千円で
支出は

か︑私たち国民全員にせ

まります︒
その団体内部の会話に

（11/1000）

犯罪を﹁やろう！﹂と話

注目して︑警察が﹁この

9/1000
（7/1000）

ようというもので︑テロ ﹁でたらめ﹂な主張です︒ 十分ですし︑恐怖のあま

と主張しています︒

団﹄に限定されている﹂

﹁対象は﹃組織的犯罪集

します︒

まる危機について︑解説

弁護士・黒澤いつき

全国民の心を取り締まる
共 謀 罪
政府・与党は︑共謀罪
を﹁テロ等準備罪﹂とい
う名前に変え︑今国会で

6/1000

（4/1000）

れてしまうからです︒

一般市民を監視

3/1000

に感じます︒しかし︑こ

の創設を目指していま

②
事業主負担

23

普 通 の﹁ 複 数 人 の 集 ま

60

①＋②
雇用保険料率
①
労働者負担

23

30

30

10

10

三井泰正（西淀川区）

準備罪﹂が︑テロ対策で

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

90

21

28

10

21

根気よく声を
あげるしかない

23

点

18

27

論

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

４月からの雇用保険料率

!?
13

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１７年４月１５日
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