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第１回 評議員会方針学習会
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2022年8月15日（月）

日時▶８月30日
（火）17：30〜19：15
※オンライン開催
講師▶岸本啓介氏（全日本民医連事務局長）

参加対象：地協・県連・法人事業所などの職責者、
社保委員はじめ全役職員
主催／全日本民医連北海道・東北地協

７次長計案の全職員討議を進めよう

現場からの意見を
出し合って
セン タ ー 病 院
（坂総合病院）
が
目指 す医療活
動を実現し、
中
小病院・診療所
の発展と両立を
させる

あると、７次長計で問題
提起しました。県連には、
小児科や産婦人科、保育
所もあります。子 ど も と
接する現場の職員の方か
ら、意見を出していただ
きながら、取り組みを深
めたいと思います。

コロナ禍の経験
を踏まえて今後
の感染症への対
応を強める

県連の各病院の病床を守
るためには、地域で医療

次長計案）を提案し、 月５日の臨時総会まで全職員討議を

宮城民医連は、今年６月に行った第 回定期総会で第７次長期計

話を伺いました。

奮闘しましょう。根本的
な制度と国の仕組みを変
えていかなければ、経営

をよくすることはできま
せん。県連だけではなく、
共同組織や色々な団体と

ていきたい。人口減少が
顕著な地域で、民医連の
診療所がどういう役割を

民医連は「たたかいと 検討や、ＢＣＰ（事業継 にアクセスできないでい
対応」を重視しています。 続計画）の整備が必要で る人を掘り起こし、必要
社会保障の解体を許さず、 す。今回のコロナ禍の経 な医療につなげることが
さらに改善させるように 験を踏まえて、宮城民医 大切です。診療所も職員
連として不足していると 配 置 の 課 題 は あ り ま す
ころを強化していきます。 が、今ある診療所は守っ

医療については、病院
を維持して、診療所も守
ることが、基本的スタン
スです。
公立・公的病院の再編・
統合や県内の４病院（県
立がんセンター、県立精
神医療センター、仙台赤
十字病院、東北労災病院）
の統合・移転など、急性
期病院を減らすことを国
は本気で考えています。
地域医療構想のもとでも、

新型コロナ感染症が急
激に広がっていますが、
これだけの感染症は医者
になって初めての経験で
す。今後、５年、 年に
一回というレベルで、こ
のような感染症が出てく
ることも考えられます。
今回の新型コロナへの対
応を教訓にして、来るべ
き感染症とパンデミック
に、県連としてどう対応
できるようにするのかが
大きな課題です。県連と
して感染症対策委員会の

呼びかけています。７次計画案のポイントについて宮沼弘明会長に

画案（
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従来、県連の長期計画 卒 医 師 は 獲 得 で き ま す
は、事業所建設などのハ が、その後継続して指導
ード面の計画でしたが、 医 に ま で な る 人 が 少 な
今は難しい。６次長計で い。看護師も、新卒者の
は高齢者住宅の建設の可 採用と定着をどう進める
能性を追求するとしまし か。看護師不足のため、
が、経営的な厳しさと、 ベッドの稼働を制限して
職員確保の困難により断 いる現状です。後継者養
念しました。地 域 医 療 構 成がうまくいかないと、
想で病床を減らしていく 経営にも影響します。
という国の圧力に対抗し
後継者養成は、やりが
て、地域医療を守ってい いのある、魅力的な職場
くことが課題となります。 づくりが課題です。職責
者の役割が重要です。私
たちが発展するには、後
継者養成が不可欠です。
民医連運動・経
経営を優先して職員の採
営・職員育成の
用を控えた時期もありま
一体的な前進を
すが、必要な職員は採用
し、経営的にも成り立つ
ことを目指すべきです。
７次長計で重視してい
るのは、「三位一体」、運
動・経営・職員育成を統
一的に進めることです。
経営は目に見えますが、
後継者養成は目に見えな

い分かりにくさがありま
す。特に医師と看護師の
後継者養成を、どう成功
させるかが大きな課題で
す。医師については、新

少子化や
子どもの
貧困問題

発揮して経営的にも成り
立たせるのか。地域の要
求に応えながら、経営的
に成り立たせる戦略を立
てる必要があります。法
人と協力しながら、縮小、
廃止ではなく、存続を前
提として、こういう方向、

時

もいいので、集団的に意

します。
８月 日（木）の

こんな内容という、前向

週末いつもの買
物で、レジで金
額を告げられ間
違いじゃないか
と驚く。同じも
のを買っているのに、
購入金額がこれまでと
比べ大きく上がってい
た。他の客の買い物カ
ゴの量も、心なしか控
えめな気がする。▼消
費税増税のたびに経験
してきたが、今回の物
価高騰でさらに追い打
ちをかけられる。ガソ
リ ン を入れようと思っ
ても、店頭の表示価格
を見て今日はやめてお

きな方向で構想をつくっ
ていきたいと思います。

分から、７次長計案の
学習会を行いますので、
ぜひ、参加してください。
今回初めて、７次長計
案をＰＣやスマホで読め
るようにしました。意見
もグーグルフォームから
送ることができます。音
声版の長計案も準備中で
す。従来の紙資料も含め、

エアコンは高めにして
いる。▼暮らしに直結
するものの値上がりが

営むことはできない。
▼参議院選挙は終わっ
たが、これから先国が
何に予算を使い、どこ
を向いた政治を行って
いくのか改めて厳しく
見ていかなければなら
ない。

家計への打撃は大きい
だろう。切り詰める生
活はもはや限界に近
い。自助だけではすべ
ての国民が健康で文化
的な最低限度の生活は

庭とそうでもない家庭
の差はますます広がっ
ていく。低所得者ほど

を見直すとなると食料
品や日用品、水道光熱
費を増やさないことよ
り他ない。▼物価高が
大きな影響を及ぼす家

著しい。電気や携帯の
プランは既に見直しを
しているし、他 で 家 計

こうと通り過ぎる。▼
電気代も昨年と比べ使
用量が増えているわけ
ではないのに、請求額
は上がっているので、

やりやすい方法で読んで
いただきたいと思います。
討議状況やいただいた意
見を県連ニュースとする
ことも検討しています。
職員の皆さんの意見を
つなげて、７次長計を完
成させたいと思います。

見を出して、議論をして
いただきたい。各職場で、
勤務時間内に、少しでも
読む時間を作ることはで
きないか、検討をお願い

職員の
みなさんに

７次長計案は全職員に
読んでいただきたいと思
います。職責者や管理部
の方は、ぜひ全文を読ん
でほしい。その他の職員
の方は、パワーポイント
にまとめた概要と、目次
を参考に自分に関係する
ところや関心のあるとこ
ろを中心に読んでいただ
きたい。目安として興味
のあるもの、事業所、職
種など。現場にいるから
こそ見える問題や、考え

方などを寄せていただき
たいと思います。
できれば、職場単位や
職種単位など、少人数で
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①民医連運動、後継者養成、経営改善の一体的追求。
②感染症パンデミックへの対応
③病院と診療所の総合的発展
民医連運動
の前進
④介護分野の中長期方針
⑤少子化や子どもの貧困問題
⑥震災被災者支援
教育育成・
経営改善
⑦共同組織を強化・発展
後継者養成

11

連携し、活動しながら社
会保障や福祉をよくして
いく運動を進めます。

子どもの貧困格差やい
じめ問題が深刻です。県
連として課題をしっかり
認識し、取り組む必要が

７つの基本方針

７次長計
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福島民医連

功

ｖ／ｈと高線量であっ
た。同行した方が持参し
た 簡 易 空 間 線量計は測定
不能だった。１ 時 間 程 度
の視察後の個人の積算線
量は全員０・ ｍＳｖ前
後。歯科のレントゲン写
真２枚分との説明がだっ
た。
福島民医連は、コロナ
前から医療生協組合員も
含めて視察を行ってお
り、今回は全日本を含め
て 名の参加だった。東
電の係員に聞いたところ、
02

ます。高校に行けば、学
費も無償ではなくなり、

っていくことが大切だと

コロナ前は年間２万人、
コロナ後も年間４０００
人の視察があるそうだ。
原発の過酷事故の実態を

知る上でも、宮城民医連
や友の会でも是非視察を
企画すべきと思った。

広がることが懸念されて
います。そのような中、
７月９日にみやぎ反核医
師・歯科医師の会主催の
「戦争させない環境づく
りを︱ロシアのウクライ
ナ軍事侵攻と日本の安全
保障︱」オンライン講演
会が行われました。
オンライン講演会の講
師は、新外交イニシアテ
ィブ（ＮＤ）代表の猿田
佐世弁護士で基地問題・

原発問題・日米安保体制・
ＴＰＰ等、日米間の各外
交テーマに加え、日米外
交の「システム」や、「意
思決定過程」に特に焦点

を当てて研究・活動をさ
２月 日に開始された れています。
ロシアのウクライナ軍事
昨今の日本国内では、
侵攻は、５ヶ月が経ち大 「核共有」「敵基地攻撃能
方の予想通り長期化して 力の保有」など、軍事拡
います。その過程で、さ 大の声がマスコミや一部
らに多くの人命が失われ、 政治家から聞こえます。
核兵器や生物・化学兵器 また、核兵器や軍事的枠
の使用など新たな危機が 組みによる抑止効果その

ものが意味を問われてい
ます。そのため、みやぎ
反核医師の会・歯科医師
の会では、軍事的緊張や
地域対立を高めない外交
努力や戦争させない環境
づくりこそ必要と訴える
猿田氏に講演いただき、
戦争を止める（しない）
のに、何が必要かを学習
する目的で講演会を開催
しました。
「故安倍元首相への蛮
行が前日にあり、参議院
選挙の投票日が翌日とい
う特別な日の講演です。」
と冒頭に発言があり、そ

のような社会情勢の中で
ロシアのウクライナ軍事
侵攻の教訓をもとに、日

本の課題の一つである中
国による台湾有事の回避
などの為には、価値観の
対立を超えた国際協調が
必要なことや、ＡＳＥＡ
Ｎの頑張りが日本外交の
モデルになることなどを

講演していただきました。
講演終了後は、活発な
質疑応答があり、多くの

参加者から質問が出され
ました。それに対して猿

田氏が、丁寧に誰もが納
得できるように答えてい
たのが印象的でした。そ
して、戦争を止めること
がいかに難しいことなの
か、戦争を行わない外交
努力がいかに重要なのか
を改めて感じることがで
きた講演会でした。

日当日消印有効。発

む県連職員。締切９月

資格＝臨時・パート含

場合があります。応募

に掲載させていただく

て 下 さ い。「 声 」 の 欄

いる事などを書き添え

す。余白に日頃考えて

カードを進呈いたしま

者に抽選で５人に図書

ファックスは可。正解

下さい。メールは不可。

し県連事務局に送って

所名、氏名、職種を記

クイズの解答は事業

みやぎ反核医師・歯科医師の会共同代表杉目博厚（左）と猿田佐世講師（右）

知洋
小野寺
事務
宮城厚生協会

神倉

たもの）第１原発では視
察コースの概要や入構時
の注意事項の説明を受け
て、昼食後に構内視察開
始。
入構に際しては、長袖
着用の確認と構内で落と
したものは拾えないため
メモ帳、ボールペンは東
電支給の物のみとされた。
身分証明書コピーによ
る本人確認の後、ベスト
と綿手袋、個人ごとの積
算線量計とＩＣチップ付
き 一 次立入許可証が交付
され、２重のゲートを一
人ひとり通過して入構。
構内はバスからの視察が
基本で、１号機から４号
機までの原子炉建屋は、
建屋向い側の高台から下
車して見学した。水素爆
発した１号機は、高線量
のため一切の作業ができ
ず、当時のままの状態。
建屋前の線量計は約 μ

Ｓｖ／ｈで年間積載線量
に換算すると７００ｍＳ
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思います。

戦争させないための
外交努力の重要さを再認識
24

事務

社会的身分、経 済 的 地 位
又は門地によって、教育
上差別されない。
」とあり

部活をすれば、ユニホー
ム代や遠征費代等など、

みやぎ反核医師・歯科医師の会講演会

﹁福島第１原発視察﹂に参加して

私の好きな憲法は何条？

県連事務局

3号機建屋

校に行きたいからここに
子どもは、沢山の可能 小中学校以上にお金がか
いたい」と、本人自ら施 性 をもって生まれてきま かるようになります。
設入居を選びました。
す。色々な選択肢を、保
生活することに精一杯
この原稿依頼が来た時 障 されるべきだと思いま で、教育にお金がかけら
に憲法を改めて考えまし すが、今の格差社会では、 れない低所得の家庭の子
た。好きな憲法というよ 経済面からの選択肢にな どもたちは、低所得にな
りは、私が大切にしなけ っていると思うことが多 る可能性が高いと言われ
れ ば い けいけないと思う くあります。
ています。いわゆる貧困
憲法は、憲法第二十六条
確かに、小中学校は義 の連鎖は、今の教育社会
「 教 育 を 受 け る 権 利 と う 務教育で、学費は無償で ではそうならざるを得な
けさせる義務」です。
す が、 副 教 材 費 に か か いのかもしれません。連
そして、教育基本法の る お 金は一般家庭であっ 鎖を断ち切るには、教育
第 四 条 に は、「 す べ て の ても、比重が大きいのが は絶対的に必要だと思い
国民は、ひとしく、その 現実です。そして今の時 ます。生まれた家庭環境
能力に応じた教育を受け 代、学校の勉強だけでは に左右されることなく、
る機会を与えなければな 受験が難しく、塾に行く 沢 山 の 可能性を潰さない
らず、人種、信条、性別、 子どもが大半になってい ように、全ての子どもた
ちが、格差ない教育が受
けられる社会を願い、作

10

ます。

建屋前の線量計

７月 日に開催され
た、福島民医連主催の「福
島第１原発視察」に参加
した。事前に氏名、生年
月日、所属、自宅住所、

福田町地域包括支援
センター
横前 睦美

学校にも行けない状況が
続き、児童相談所に保護

私が担当している方の
孫が、複雑な家庭環境で

映画「マザー」をご覧
になった方はいますか？
埼玉県川口市で起きた、
祖父母殺害事件が元にな
って作られた映画です。
この映画の子どものよう
に福祉から漏れ落ちてし
まう子どもたちが、世の
中にたくさんいると思う
ととても悲しくなり、何
か術はないのだろうか、
と考えさせられました。

電話番号の他に、身長、
靴のサイズ、当日持参す
る写真付き身分証明書の

1号機建屋

種類、参加車両の登録が
国道６号線沿いは帰還
求められた。当日は 時 困難区域で、ホームセン
分に富岡町の東京電力 ターや田んぼも荒れ放題、
廃炉資料館に集合だが、 原発事故の過酷さが感じ
常磐自動車道・常磐富岡 られた。
ＩＣを降りた時点で視察
廃炉資料館では、身分
調整窓口に電話を入れる、 証明書を預けた後、バス
という徹底ぶりであった。 で第１原発に移動。国道
６号線か
ら第１原
発に向か
う道路に
入ったと
たんに写
真撮影は
禁止され
た（本稿
の 写 真
は、東電
の同行者
が撮影し
15

されました。その後、「学

略）

月１日号。７月１

件。

／県連事務局（敬称省

田子のまち、上田克幸

総合病院、大沼晴与／

病院、吉田真之介／坂

み、遠藤澄子／坂総合

アステーションあゆ

当選者＝菊地貴子／ケ

セン」・応募総数

日号答え「バイウゼン

表

15

10

80

23

142

連載
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2022年8月15日（月）

