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西播社保協で自治体と懇談 

「国保は社会保障」明記する市町広がる 

地域の医療・福祉改善のため、住民らでつくる西播社会保障推進協議会（西播社保協・会長 高

森信岳 姫路・西播支部副支部長）が毎年秋に行う自治体キャラバン（自治体訪問）が、今年は 11

月 9～25 日の６日間に姫路・西播地域の全５市６町で行われ、住民らが自治体職員と懇談してい

る。10日に市川町、12日に姫路市と懇談した様子を紹介する。

 

自治体キャラバンは、県下の市町に社会保

障改善を求める要望書を提出し、各自治体か

らの回答に基づいて、地元住民らが首長や職

員と懇談を行うもの。今回は①新型コロナウ

イルス感染症の対策、②国民健康保険、③介

護保険、の 3 点を中心に、福祉の充実を求め

る強い思いを自治体職員に届けている。12日

までに懇談した市町のうち、姫路市、赤穂市、

たつの市、上郡町、市川町、神河町の 6 つの

市町で、国保または高齢受給者証のパンフレ

ットに「国保は社会保障である」と明記され

たことが判明。毎年「国保は助け合いではな

く社会保障である旨を明記せよ」と要求して

きたが、昨年の 2 市町から増加し、運動の成

果を実感するキャラバンとなっている。 

10 日の市川町との懇談には住民ら 7 人が、

町からは町長を含む 10人が参加。社保協側は

上記の項目に加え、就学援助金の支給月を 3

月から 2 月に繰り上げることや、後期高齢者

の窓口負担 2 割化の中止などを訴えた。町職

員は「国の決めた規定の枠内で仕事をせざる

を得ないため、2 割化の中止を国に訴えるこ

とはできない」などと、住民の声に背を向け

る発言も目立ったが、最後に町長が「私たち

は住民のために悪政の防波堤となる役割があ

り、その責任を果たしていきたい。みなさん

の運動が重要」と述べ、要求の重要性が共有 
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姫路市との懇談の様子 
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（前ページのつづき） 

された。 

12日の姫路市との懇談には、市民ら 11人、

市職員 21人が参加。国民健康保険料の負担率

について、所得が高い人ほど低くなることが

あるため、所得上限の見直しなどを求めたが 

市職員は「実態は承知しているが、県や国が

 

決める要素が多い。姫路市は他の市町と比較

すると応益より応能の割合が多い」と答え、

高すぎる国保料に苦しむ市民の声に向き合わ

ない姿勢を示した。西播社保協では引き続き、

行政との懇談で要求を伝える。 

 

 

西播社保協総会 

自治体に要請し「自助・共助」の転換を 
 

西播社保協は 10月 24日、姫路労働会館において第 31回総会と記念講演を行った。記念講

演では「社会保障充実のためにするべきこと、自治体キャラバンに向けて」というテーマで、

兵庫県社会保障推進協議会の堤匠事務局長が講演し、20人が参加。社会保障の意味と、医

療・介護などの住民要求について懇談する「自治体キャラバン」の意義を深めた。 

 

記念講演で堤氏は、これまでの自民・公明

政権が行ってきた社会保障改悪の中身と、ど

のように改善していけばよいのかという点

について、自治体キャラバンの意義と併せて

報告。参加者は、「社会保障は自助や共助を

補完するものではなく、公的責任で人権を保

障するものだ」という理解を深め、住民の声

を直接届ける自治体キャラバンの意義を共

有した。 

堤氏は、社会保障が大きく後退した根本に、

社会保障制度改革推進法（2012年）があり、

同法の「自助、共助及び公助が最も適切に組

み合わされるよう留意」という規定が多大な

影響を及ぼしていると指摘。新型コロナ禍で

問題が浮き彫りになった病床の削減にもつ

ながっているとした。「政府は地域医療構想

で病院の統廃合を進めようとしているが、ク

ラスターが発生したときに複数の病院がな

いと対応できない。この構想は見直すべき」

と述べた。また、非課税世帯から介護保険料

を徴収する仕組みを改め、50％から 25％に

削減した国庫負担から財源を捻出するべき

だと述べた。 

さらに、このような社会保障費削減路線を

めさせるには、富裕層に能力に応じた負担 

を求め、格差を正すことのできる政治が必要

とした。堤氏は「自助や共助ではなく、憲法

に基づき行政が基本的人権を保障する、本来

の社会保障にしていくため、キャラバンでみ

なさんの要求を伝えてほしい」と呼びかけた。 

 総会では、2021年度の活動方針を決定し、

西播社保協会長として引き続き高森信岳先

生を選出した。

 

講演する堤氏 
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【会員限定】 参加できなかった研究会を DVD で 

 

診療内容向上研究会ほか講演録 DVD 
 

協会研究部主催の診療内容向上研究会（診内研）、特別研究会、臨床医学講座や、薬科部主催の薬

科部研究会などの講演 DVD（下記）を作成しています。頒布価格はいずれも 1枚 1,000円（送料込）で

す。会員の先生方個人の視聴用のみにご利用ください。 

ご注文は、℡：078-393-1840 研究部まで 

※以前の DVDにつきましてもお問い合わせください。 

 
年 日 程 種 別 テ ー マ 講  師 
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2月 6日 第 570回診内研 
脳トレ診断推論～システム２で

暗黙知を言語化せよ～ 

千葉大学医学部附属病院  

総合診療科 副科長   

上原 孝紀 先生 

2月 13日 薬科部研究会 

便秘治療薬の昔と今 

－最近の新しい治療 strategy

－ 

兵庫医科大学病院消化管内科 准教授  

富田 寿彦 先生 

3月 27日 薬科部研究会 

コロナ禍の下でいかに安定を維

持するか 

―自分自身の心を知る― 

東灘区・まつい心療クリニック院長   

松井 律子  先生 

4月 1日 
第 39回在宅医療

研究会 

神戸市東部における 地域緩和

ケアの実際 

～病診連携・診診連携の取り組

みを軸に～ 

灘区・ホームホスピス 関本クリニック 院

長 

関本 剛 先生 

4月 17日 第 572回診内研 

患者のやる気を引き出す 

コミュニケーションで治療効果

UP！ 

済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 

副部長 十河 剛 先生 

6月 3日 
第 40回在宅医療

研究会 

ＡＣＰ（ アドバンス ケア プ

ランニング ） 

～基本的な考え方と地域緩和ケ

アにおける「人生会議」～ 

灘区・ホームホスピス 関本クリニック 院

長 

関本 剛 先生 

6月 12日 第 574回診内研 誤嚥性肺炎を深く正しく診る 
札幌医科大学 総合診療医学講座   

佐藤 健太 先生 

6月 26日 薬科部研究会 
緊急避妊薬の処方と 

よくある質問への回答 

淀川キリスト教病院 産婦人科 医長   

柴田 綾子  先生 

6月 20日 第 53回総会 
感染症と文明 ～コロナ禍で問

われる医療と社会～ 

長崎大学 熱帯医学研究所 環境医学部門  

国際保健学分野 教授 山本 太郎 先生 

7月 10日 第 575回診内研 
心電図スキルアップセミナー  

見逃してはいけない心電図 

高知大学 老年病・循環器内科学 准教授 

山崎 直仁 先生 

7月 17日 薬科部研究会 糖尿病の薬物療法最前線 

医療法人社団慈恵会 新須磨病院 常任学術

顧問、 

糖尿病センター長               

東邦大学名誉教授  芳野 原  先生 

8月 7日 第 576回診内研 まるわかり！自己炎症性疾患 
兵庫医科大学皮膚科 主任教授    

金澤 伸雄 先生 
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＊下記の情報は全て 10月 26日現在のものであり、今後変更等がある可能性があります。 

 
  

 

・10月～12月の感染防止対策のための経費が対象 

・無床診（医科・歯科）８万円、病院・有床診（医科・歯科） 

10万円が上限 

・申請は費用が確定後、11月 1日～１月 31日までオンラインで 
 

10 月～12 月までの感染拡大防止対策費用を補助する新たな補助金の詳細が明らかになりました。申請受

付は 11月 1日から開始されています。下記をご確認の上、お忘れないように申請ください。 

「令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」 

１．補助の対象と上限額  

院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所 

①無床診療所（医科・歯科）  ８万円 

②病院・有床診療所（医科・歯科）10万円 

③薬局・訪問看護事業者・助産所 ６万円 

２．対象経費 2021 年 10 月１日～12 月 31 日までの、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止

対策に要した費用（従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く） 

※感染拡大防止対策のための費用であることが求められています 

３．申請手続 

受付期間 2021年 11月１日～2022年 1月 31日 

方  法 事業に要する費用が確定（物品ならば納品が完了し費用が確定）してから、インターネットを利

用し、厚労省ウェブサイトの特設申請ページから電子申請します。申請は、施設名称、施設類型、代表者職

名・ 氏名、連絡先、振込先等及び感染拡大防止対策に要した費用（品目、数量、金額等）を入力します。 

※申請ページへのアクセス方法は下記をご覧ください。 

※領収書等の提出は不要です。医療機関で交付決定から５年間保管してください。 

 

上記は概要です。詳細は厚労省ウェブサイトをご確認ください。問い合わせ窓口は厚生労働省医療提供体

制支援補助金コールセンター（℡:0120-336-933（平日午前 9時 30分から午後 6時まで）） 

兵庫県保険医協会の HPに厚労省ページへのアクセス方法を掲載していますので、「兵庫県保険医協

会」と検索して、右下の「新着情報」の 10月 21日更新記事からご利用ください 

 

厚労省ウェブサイトへのアクセス方法 

 

 

 

いずれの制度も申請方法等、ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください 

税務経営部 078-393-1807（平日午前 10時～12時、午後２時～５時） 

新たな感染防止補助金 11月から申請受付開始 

兵庫県保険医協会 

①兵庫県保険医協会で検索 ②兵庫県保険医協会ウェブサイトのトップページ右下「新着情報」の

「2021.10.21税経部だより」をクリック 

③税経部だより内に厚労省ウェブサイトへのリンクを張っています 


