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尼崎社会保障推進協議会 

 
 

 

 

 
 

日時 10 月 3 日（土） 

場所 小田南生涯学習プラザホール 

総 会  午後１時３０分より  

記念講演 午後２時３０分より  

講師 井口克郎 神戸大学准教授   JR 尼崎南口から東へ５分 

  「住み慣れた地域に住み続けられる社会保障」（仮） 

      

    
 

尼 崎 社 会 保 障 推 進 協 議 会  
尼崎市南武庫之荘 11-12-1 尼崎医療生協内・事務局小林健一 ℡4962-4920 

 
 

井口克郎(いのくち かつろう)先生 

神戸大学准教授   
「学部所属」 人間環境学科 社会環境論コース 
 
「研究テーマ」 
人々が住み慣れた地域に住み続けられる、地域産

業や社会保障のあり方について研究しています。 

新型コロナウイルス感染が広がるなかで、地域の公衆衛生、社会保障のあり方が大き

く問われています。その様な中で尼崎社会保障推進協議会が 2020 年総会を開催します。

総会の記念講演として、人々が住み慣れた地域に住み続けられる社会保障のあり方に

ついて研究されている神戸大学の井口克郎准教授をお招きして学習をします。 
ぜひご参加ください。 

参加費無料

JR 尼崎駅 

会 場 

大阪⇒
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兵庫県保険医協会　　　

尼崎支部ニュース
                  　〒 650-0024　神戸市中央区海岸通 1-2-31
神戸フコク生命海岸通ビル 5階　兵庫県保険医協会 尼崎支部

　TEL078-393-1801　FAX078-393-1802

 412 号

 2020 年９月 15 日付

1

　支部は、7 月 31 日に第 49 回支部総会を市内で開催し 2019 年度の会務報告、2020 年度の方

針を確認した。また、八木秀満支部長が６月に急逝したことから、新支部長として綿谷茂樹先

生を、副支部長に長谷川吉昭先生を選出した。綿谷新支部長のあいさつを掲載する。

第 49 回支部総会で新支部長を選出

伝統ある支部　

力を合わせてさらなる発展を

　この度、支部総会にて尼崎支部長を拝命しました綿谷茂

樹と申します。前支部長の八木秀満先生が急逝され、支部

長の任を引き継ぐこととなりました。

　尼崎は工都と言われ、工場が多い地域です。公害都市と

言われた時期もあり、現在でも、アスベストによる中皮腫

で苦しんでいる方がおられるなどさまざまな問題を抱えて

います。

　近年では、尼崎市による生活保護医療の不当な査定や締

め付けなどの問題もあり、そのうえ今年は新型コロナウイ

ルス感染症による生活の不安などさまざまな懸案も発生し

ています。これらの諸問題は全国どこでも起きる可能性があります。支部が先頭に立ち、問題

解決に向かうことができるように諸先生方と力を合わせて頑張りたいと思います。

　さて、尼崎支部の歴史をさかのぼれば、1972 年に県下最初の支部として誕生した伝統ある

支部です。支部のこれからの活動を発展させるため、諸先生方のご支援、ご協力をお願いする

次第です。どうぞよろしくお願いいたします。

（次年度方針や役員体制は２面）

新支部長　綿谷　茂樹
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兵庫県保険医協会尼崎支部　＜２０２０年度方針＞

１．経営対策など新規開業医を対象とした懇談会などの開催で、支部幹事会への新

規開業医の参加を図るとともに、勤務医会員の拡大にも力を入れ支部活動への参加

を促し、幹事会を一層活性化していく。

２．地域医療・介護を支える現場スタッフの力量向上を目指して、「医療と福祉を考

える会」を開催する。

３．在宅診療や介護保険に関する研究会などを企画する。

４．医師、歯科医師をはじめ、職員も参加対象とした医科歯科連携に役立つ研究会

を企画する。

５．住民の要望に基づき復興住宅での健康教室や健康と医療について語り合う会を

開催する。

６．職員対象の医療安全対策研修会や接遇研修会などを企画する。

７．医療や福祉・介護保険等の改善、充実を求める尼崎社保協や民主市政の会など

支部加盟団体の活動に積極的に取り組む。

８．「アスベスト被害からいのちと健康を守る尼崎の会」に参加し、被害者救済と企業・

国の責任追及に取り組む。

９．会員間の交流を深める文化行事を企画する。

10．支部ニュースの毎月発行に努める。

兵庫県保険医協会　尼崎支部役員
（五十音順、敬称略）

■支部役員
【支 部 長】 綿谷　茂樹
【副支部長】 西原　弘道 ( 筆頭 ) 長谷川　吉昭
【支部幹事】 朝田　真司 阿部　勝也 今北　正道 大塚　誠治
  木村　祐子 高　　光重 合志　明彦 鈴木　克司
  髙田　　正 畠中　輝昭 細見　基信 堀尾　俊治 
  前田　重人 増田　　勉 増田　理恵 町塚　博文
  松田　哲一 森川　髙司 両角　隆一 山内　道士
  山下　秀明

■協会役員
【理  　事】 西原　弘道 綿谷　茂樹
【評 議 員】 木村　祐子 髙田　　正 長谷川吉昭 畠中　輝昭
  増田　理恵 森川　髙司 山内　道士

（予　備） 高　　光重 鈴木　克司
（歯　科） 阿部　勝也 冨澤　洪基
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尼崎支部ニュースへの投稿を募集しています

　支部ニュースへの投稿を募集しています。日常診療にかかわる

ことや、主張、趣味のお話などお寄せください。　

TEL 078-393-1817 ／ FAX 078-393-1802　　e-mail　arimoto@doc-net.or.jp　担当：有本まで

「みんなでストップ！負担増」署名にご協力を

第 558回幹事会だより
8 月 21 日（金） 於：信之心

○ 尼崎支部の会員数
　8/19 現在　医科 382 人、歯科 167 人
○ 医療をめぐる情勢と運動対策
　新型コロナウイルス感染症に関する政府の対応や医療現場の実態、「慰労金」など政
府が行う支援事業について議論した。また、予定していた接遇研修会（9/12）は開催
を見送ることとした。
○次回日程
　　9/25（金）20：00 ～　和樂膳　信之心（阪急武庫之荘駅から徒歩５分）

お問い合わせは℡ 078-393-1817 有本・都甲まで

　協会では、政府が進める医療や介護の患者負担増
計画を阻止するために、「みんなでストップ！負担増」
署名に取り組んでいます。
　75 歳以上の患者窓口負担の原則１割から２割への
引き上げなどの制度改悪が実施されれば、高い窓口
負担を理由に受診抑制が進みかねません。
　患者さんにも政府の狙いを知らせ、負担増計画を
中止させましょう。
　署名の注文などは　℡ 078-393-1807 まで

兵庫県保険医協会のホームページは

　http://www.hhk.jp/
＊生涯研修に役立つ各種研究会のご案内、生活を支える共済制度のご紹介、日々

の協会活動報告を掲載しております。ぜひご覧ください！


