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好評発売中

煙ご意見をお寄せください

京都府保険医協会が出版しまし
た。「社会保障基本法」の理念を
詳しく述べています。ぜひお読
みください。
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無料配布中です。
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「社会保障基本法」6つのポイントしあわせに生きるための社会保障制度 社会保障は、この国に生きるすべての人の生まれながらの権利。それはまったく義務を必要としません。義務を負うのは国。
政府と政治のいちばんの仕事は、これらすべての人々の、いのちと暮らしを支えることです。

煙すべての人の権利を保障
憲法２５条が保障した健康で文化的な最低限度の生活のために、

すべての人が、必要な社会保障の給付を権利として請求でき、

給付を受け、個人として尊重されるよう求めましょう。

煙財源と人材確保は国の責任
社会保障は財源がないことを理由に削って良いようなものでは

ありません。何があっても最優先で予算は確保すべきです。

煙内容をきちんと知らせることも国の責任
すべての人が社会保障給付の利用から遠ざけられることのな

いように、国や自治体には、制度・サービスの周知や説明の義

務があることを明らかにしましょう。

煙個々人の生活に寄り添って
それぞれの暮らしが壊されないよう、個々の事情に配慮し、負

担能力を超えた費用負担をもとめない仕組みを作りましょう。

煙みんなの意見を反映できる社会保障
国や自治体が、社会保障にかかわる法律や条令を制定・変更する

場合、必ず当事者である給付の対象者から意見を聞き、反映で

きるような制度を作りましょう。

煙ゆきとどいているかチェックするのも国の責任
国や自治体が、社会保障給付の内容を不利に変更した場合、救

済のための独立した行政機関があり、当事者が苦情申し立てを

簡単にできるようにさせましょう。

煙困っている人を助けるのは政治の責任
他に何も頼るものがないという人への社会援助（＝生活保

護などの公的扶助）は、税金や保険料が払えなくても、必

要によって国や市町村の公的責任でおこなうべきです。

煙ゆりかごから墓場まで安心して暮らせる
制度を作ってほしい
すべての人が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよ

うに、まさかのときに備える安心の医療保険、失業保険、

年金保険、労災保険、そして介護保険などを。

煙お金がない。でもどうしても必要な時には…
たとえば児童手当。子どものいる家庭の生活水準が下が

らないように支えます。未来を担う子どもたちの発達を

まもるため、子どもをもつすべての家族に支給される現金

給付が必要です。

煙住まいは人権。国や市町村が責任を
野宿者が、健康で文化的な生活を営めるはずはありません。

日本では「持ち家政策」が中心でしたが、公営住宅の提供、

居住環境の整備などをもっと公的責任ですすめるべきです。

煙どの子ものびのび健やかに
　虐待は許しません
虐待は、人間の尊厳を否定し、脅かし、健康で文化的な生活

や発達そのものを阻害します。子どもや高齢者・障がい者に

対する虐待防止の施策は、社会保障制度の重要な柱です。

煙病気にならない環境と健康づくりのために
生活・労働環境、労働条件の改善や健診など、健康な人も

対象にした「保健事業」は行政の責任です。健康に気を配

れない暮らしを個人の責任にしてはなりせん。

すべて
の

人が 人間らし
く

煙お金のない人、社会的弱者に
　むりな負担をさせないで
高齢・障がいなどの社会的弱者・ハンディのある人の生活

を支える制度。社会福祉の原則は「無差別平等」、だから当

然、全額公費で賄うべきです。

日本に暮らすすべての人にとって「社会保障を受けるのはあたりまえ」と言える日本にしよう。

A４判



貧困者の比率がアメリカに次いで２番目に多い国…
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一人ひとりの声を集めて「社会保障基本法」をつくろう
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「社会保障基本法」の立法化にあなたもご賛同ください

どう考
え

ますか
？

増えつづけるワーキングプア！
フルタイムで働いても、まともに食べていけない…貯金はとても。

これって憲法がいう「最低限度の生活」？　※１

海外に目
を

向けたら

※この貧困とは、その国の平均所得の半分の所得しかない状態のこと。日本の場合年間の可処分所得が
約１３８万円以下の場合で、１３.５％になり、アメリカの１３.７％に次ぐ比率です。　OECD調査（２００６年７月）

病気って自己責任なの？
高すぎる保険料と窓口負担がお財布を直撃！　病気になっても

医療を受けられない･･･いのちにまで格差があるなんて！　※２

「おにぎりが食べたい」と書き残して餓死
生活保護を受けられているのは、貧困世帯のたった１割。申請し

ても受けつけられず餓死する人も･･･これでも先進国？

平均寿命が伸びても喜べない
お父さんには定年退職したら第二の青春を送ってほしい。でも

…年金だけで定年後の２０年間をいきいきと過ごせるの!?

貧困を原因にした高校中退が増加
「就学援助」を受ける小中学生は１２.８%。しかも５%が高校を卒

業できない･･･、お金持ちしか教育は受けられないの？

資料出所）金融広報中央会「家計の金融資産に関する世論調査」

※１ いざというときの貯金もない
　　▼「貯蓄非保有世帯比率」

人間を輝かせる社会保障、それは政治のチカラ

お年寄りを大切にしない社会
「予防重視」の名の下に必要な介護が受けられない介護保険。 

からだが弱ったお年寄りは社会の重荷なの？

日本の労働者は１年間に平均１９７５時間働くのに対して、フランス

の労働者は１５２５時間。また、働けない、あるいは働いていても生

活できない人たちのための手当制度が９つもあり、働いて得る収

入とあわせれば生活していけるようになっています。

カナダ、フランス、ニュージーランド等々、市民権を有する者は

原則医療費無料の国がたくさんあります。イギリスの場合、外国

人でも１年以上滞在する場合は、イギリスの国民保険（ＮＨＳ）に

加入することができ、歯科治療を除き医療費が無料となります。

最低賃金の平均額は、フランス＝１,２０８円、イギリス＝１,１４６円…

日本は６７３円で生活保護費以下。それなのに生活保護費を切り下

げてバランスをとろうとしています。

フランスの場合、年金の給付水準は最終給与の７５％。年金の支給

開始年齢は６０歳。ちなみに、フランスの６０歳から６４歳（男性）で

働く人はわずかに２割（２００３年）。日本の場合は、同じ年齢層で約

７割（男性）が働いています。

ＥＵでは授業料無料の国が多く、デンマークなどは無料の上、月１０

万円程度の支給も。ノルウェーでは大学までは教育費にほとんどお

金がかからず奨学金も出るうえ、仕事は４時終業が基本ですから、

何歳からでも「人生のやり直しがきく国」といわれています。

スウェーデンでは「社会サービス法」で、市民は介護サービスの

選択の自由と尊厳のある老後を送る権利があるとされ、手厚い介

護が受けられます。負担には上限が設けられ、低所得者でも費用

を気にせず、さまざまなサービスを受けることができます。

社会保障は、「していただく」「お世話になる」ものではなく、国の役割として位置づけられている基本的な仕事です。

映画「SiCKO（シッコ）
」を観ましたか？※２ 正規の保険証を持ってない

　　▼「短期被保険者証・資格証明書の発行世帯」

資料出所）全国保険医団体連合会ホームページ

結婚したい、でもできない
▼「年収別有配偶率（２００２年・２５～２９歳男）」

資料出所）労働政策研究機構報告書謂３５「若者就業支援の現状と課題」

『SiCKO（シッコ）』は、アメリカの医療制度をテーマとした映画。医療保険
未加入者が約５,０００万人に達し、また保険に加入していても、あらゆる手段を
講じて保険金の支払を拒否し空前の利益を上げる保険会社や製薬会社。それ
に癒着した政治家という構造を暴き、崩壊に瀕しているアメリカ医療制度と、
イギリス、フランス、カナダ、キューバなどの医療制度とを対比させていま
す。マイケル・ムーア監督のスタンスは、よその国では当たり前のことが、
「何故？アメリカが、出来ないのか？」です。 （Wikipediaより抜粋）

イギリスやフランスでは医療費の心配ナシ！

貧困世帯率（％）貧困世帯数（万）

２００２年１９９７年２００２年１９９７年

1812.5620.3441.8就業世帯

5043.836.216.6失業世帯

資料出所）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費国際比較基礎データ」
OESD[NATIONAL ACCOUNTS]
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立法化にあなたもご賛同ください

萎　　　ー

お名前の公表　可・否

日本
ドイツフランススウェーデン

私立大学国立大学

128 万円77 万円1.6 万円1.4 万円0 円

お金がないと学ぶ機会も奪われる日本
▼「大学の入学金・授業料」 資料出所）文部科学省「教育指標の国際比較」０４年度版より

先進国で社会保障支出を減らしたのは日本だけ
▼「社会保障への国庫支出／国内総生産（GDP）」

あまりにも少ない社会支出、特に若者に冷たい日本
▼「分野別社会支出の対国民所得比の国際比較」

資料出所）OECD Social Expenditure Database 2001

賛同します 

資料出所）就業構造基本調査より
働けど、働けど
▼「ワーキングプアー世帯数の推計」

（　　 で囲んでください）

※
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「社会保障でしあわせになるために」

かもがわ出版刊　A５判
定価１,５７５円

「社会保障基本法」（案）を１枚
にまとめました

好評発売中

煙ご意見をお寄せください

京都府保険医協会が出版しまし
た。「社会保障基本法」の理念を
詳しく述べています。ぜひお読
みください。

京都府保険医協会事務局で
無料配布中です。

「社会保障基本法」立法化を求める会
萎６０４崖８８４５　京都市中京区御前通松原下ル
京都府医師会館内　京都府保険医協会　気付

TEL.０７５崖３１１崖８８８８
FAX.０７５崖３２１崖００５６

http://www.healthnet.jp
E-mail : info@hokeni.jp

「社会保障基本法」6つのポイントしあわせに生きるための社会保障制度 社会保障は、この国に生きるすべての人の生まれながらの権利。それはまったく義務を必要としません。義務を負うのは国。
政府と政治のいちばんの仕事は、これらすべての人々の、いのちと暮らしを支えることです。

煙すべての人の権利を保障
憲法２５条が保障した健康で文化的な最低限度の生活のために、

すべての人が、必要な社会保障の給付を権利として請求でき、

給付を受け、個人として尊重されるよう求めましょう。

煙財源と人材確保は国の責任
社会保障は財源がないことを理由に削って良いようなものでは

ありません。何があっても最優先で予算は確保すべきです。

煙内容をきちんと知らせることも国の責任
すべての人が社会保障給付の利用から遠ざけられることのな

いように、国や自治体には、制度・サービスの周知や説明の義

務があることを明らかにしましょう。

煙個々人の生活に寄り添って
それぞれの暮らしが壊されないよう、個々の事情に配慮し、負

担能力を超えた費用負担をもとめない仕組みを作りましょう。

煙みんなの意見を反映できる社会保障
国や自治体が、社会保障にかかわる法律や条令を制定・変更する

場合、必ず当事者である給付の対象者から意見を聞き、反映で

きるような制度を作りましょう。

煙ゆきとどいているかチェックするのも国の責任
国や自治体が、社会保障給付の内容を不利に変更した場合、救

済のための独立した行政機関があり、当事者が苦情申し立てを

簡単にできるようにさせましょう。

煙困っている人を助けるのは政治の責任
他に何も頼るものがないという人への社会援助（＝生活保

護などの公的扶助）は、税金や保険料が払えなくても、必

要によって国や市町村の公的責任でおこなうべきです。

煙ゆりかごから墓場まで安心して暮らせる
制度を作ってほしい
すべての人が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよ

うに、まさかのときに備える安心の医療保険、失業保険、

年金保険、労災保険、そして介護保険などを。

煙お金がない。でもどうしても必要な時には…
たとえば児童手当。子どものいる家庭の生活水準が下が

らないように支えます。未来を担う子どもたちの発達を

まもるため、子どもをもつすべての家族に支給される現金

給付が必要です。

煙住まいは人権。国や市町村が責任を
野宿者が、健康で文化的な生活を営めるはずはありません。

日本では「持ち家政策」が中心でしたが、公営住宅の提供、

居住環境の整備などをもっと公的責任ですすめるべきです。

煙どの子ものびのび健やかに
　虐待は許しません
虐待は、人間の尊厳を否定し、脅かし、健康で文化的な生活

や発達そのものを阻害します。子どもや高齢者・障がい者に

対する虐待防止の施策は、社会保障制度の重要な柱です。

煙病気にならない環境と健康づくりのために
生活・労働環境、労働条件の改善や健診など、健康な人も

対象にした「保健事業」は行政の責任です。健康に気を配

れない暮らしを個人の責任にしてはなりせん。

すべて
の

人が 人間らし
く

煙お金のない人、社会的弱者に
　むりな負担をさせないで
高齢・障がいなどの社会的弱者・ハンディのある人の生活

を支える制度。社会福祉の原則は「無差別平等」、だから当

然、全額公費で賄うべきです。

日本に暮らすすべての人にとって「社会保障を受けるのはあたりまえ」と言える日本にしよう。

A４判
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「社会保障基本法」立法化を求める会 行

「社会保障基本法」の立法化にあなたもご賛同ください

どう考
え

ますか
？

増えつづけるワーキングプア！
フルタイムで働いても、まともに食べていけない…貯金はとても。

これって憲法がいう「最低限度の生活」？　※１

海外に目
を

向けたら

※この貧困とは、その国の平均所得の半分の所得しかない状態のこと。日本の場合年間の可処分所得が
約１３８万円以下の場合で、１３.５％になり、アメリカの１３.７％に次ぐ比率です。　OECD調査（２００６年７月）

病気って自己責任なの？
高すぎる保険料と窓口負担がお財布を直撃！　病気になっても

医療を受けられない･･･いのちにまで格差があるなんて！　※２

「おにぎりが食べたい」と書き残して餓死
生活保護を受けられているのは、貧困世帯のたった１割。申請し

ても受けつけられず餓死する人も･･･これでも先進国？

平均寿命が伸びても喜べない
お父さんには定年退職したら第二の青春を送ってほしい。でも

…年金だけで定年後の２０年間をいきいきと過ごせるの!?

貧困を原因にした高校中退が増加
「就学援助」を受ける小中学生は１２.８%。しかも５%が高校を卒

業できない･･･、お金持ちしか教育は受けられないの？

資料出所）金融広報中央会「家計の金融資産に関する世論調査」

※１ いざというときの貯金もない
　　▼「貯蓄非保有世帯比率」

人間を輝かせる社会保障、それは政治のチカラ

お年寄りを大切にしない社会
「予防重視」の名の下に必要な介護が受けられない介護保険。 

からだが弱ったお年寄りは社会の重荷なの？

日本の労働者は１年間に平均１９７５時間働くのに対して、フランス

の労働者は１５２５時間。また、働けない、あるいは働いていても生

活できない人たちのための手当制度が９つもあり、働いて得る収

入とあわせれば生活していけるようになっています。

カナダ、フランス、ニュージーランド等々、市民権を有する者は

原則医療費無料の国がたくさんあります。イギリスの場合、外国

人でも１年以上滞在する場合は、イギリスの国民保険（ＮＨＳ）に

加入することができ、歯科治療を除き医療費が無料となります。

最低賃金の平均額は、フランス＝１,２０８円、イギリス＝１,１４６円…

日本は６７３円で生活保護費以下。それなのに生活保護費を切り下

げてバランスをとろうとしています。

フランスの場合、年金の給付水準は最終給与の７５％。年金の支給

開始年齢は６０歳。ちなみに、フランスの６０歳から６４歳（男性）で

働く人はわずかに２割（２００３年）。日本の場合は、同じ年齢層で約

７割（男性）が働いています。

ＥＵでは授業料無料の国が多く、デンマークなどは無料の上、月１０

万円程度の支給も。ノルウェーでは大学までは教育費にほとんどお

金がかからず奨学金も出るうえ、仕事は４時終業が基本ですから、

何歳からでも「人生のやり直しがきく国」といわれています。

スウェーデンでは「社会サービス法」で、市民は介護サービスの

選択の自由と尊厳のある老後を送る権利があるとされ、手厚い介

護が受けられます。負担には上限が設けられ、低所得者でも費用

を気にせず、さまざまなサービスを受けることができます。

社会保障は、「していただく」「お世話になる」ものではなく、国の役割として位置づけられている基本的な仕事です。

映画「SiCKO（シッコ）
」を観ましたか？※２ 正規の保険証を持ってない

　　▼「短期被保険者証・資格証明書の発行世帯」

資料出所）全国保険医団体連合会ホームページ

結婚したい、でもできない
▼「年収別有配偶率（２００２年・２５～２９歳男）」

資料出所）労働政策研究機構報告書謂３５「若者就業支援の現状と課題」

『SiCKO（シッコ）』は、アメリカの医療制度をテーマとした映画。医療保険
未加入者が約５,０００万人に達し、また保険に加入していても、あらゆる手段を
講じて保険金の支払を拒否し空前の利益を上げる保険会社や製薬会社。それ
に癒着した政治家という構造を暴き、崩壊に瀕しているアメリカ医療制度と、
イギリス、フランス、カナダ、キューバなどの医療制度とを対比させていま
す。マイケル・ムーア監督のスタンスは、よその国では当たり前のことが、
「何故？アメリカが、出来ないのか？」です。 （Wikipediaより抜粋）
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た。「社会保障基本法」の理念を
詳しく述べています。ぜひお読
みください。

京都府保険医協会事務局で
無料配布中です。

「社会保障基本法」立法化を求める会
萎６０４崖８８４５　京都市中京区御前通松原下ル
京都府医師会館内　京都府保険医協会　気付

TEL.０７５崖３１１崖８８８８
FAX.０７５崖３２１崖００５６

http://www.healthnet.jp
E-mail : info@hokeni.jp

「社会保障基本法」6つのポイントしあわせに生きるための社会保障制度 社会保障は、この国に生きるすべての人の生まれながらの権利。それはまったく義務を必要としません。義務を負うのは国。
政府と政治のいちばんの仕事は、これらすべての人々の、いのちと暮らしを支えることです。

煙すべての人の権利を保障
憲法２５条が保障した健康で文化的な最低限度の生活のために、

すべての人が、必要な社会保障の給付を権利として請求でき、

給付を受け、個人として尊重されるよう求めましょう。

煙財源と人材確保は国の責任
社会保障は財源がないことを理由に削って良いようなものでは

ありません。何があっても最優先で予算は確保すべきです。

煙内容をきちんと知らせることも国の責任
すべての人が社会保障給付の利用から遠ざけられることのな

いように、国や自治体には、制度・サービスの周知や説明の義

務があることを明らかにしましょう。

煙個々人の生活に寄り添って
それぞれの暮らしが壊されないよう、個々の事情に配慮し、負

担能力を超えた費用負担をもとめない仕組みを作りましょう。

煙みんなの意見を反映できる社会保障
国や自治体が、社会保障にかかわる法律や条令を制定・変更する

場合、必ず当事者である給付の対象者から意見を聞き、反映で

きるような制度を作りましょう。

煙ゆきとどいているかチェックするのも国の責任
国や自治体が、社会保障給付の内容を不利に変更した場合、救

済のための独立した行政機関があり、当事者が苦情申し立てを

簡単にできるようにさせましょう。

煙困っている人を助けるのは政治の責任
他に何も頼るものがないという人への社会援助（＝生活保

護などの公的扶助）は、税金や保険料が払えなくても、必

要によって国や市町村の公的責任でおこなうべきです。

煙ゆりかごから墓場まで安心して暮らせる
制度を作ってほしい
すべての人が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよ

うに、まさかのときに備える安心の医療保険、失業保険、

年金保険、労災保険、そして介護保険などを。

煙お金がない。でもどうしても必要な時には…
たとえば児童手当。子どものいる家庭の生活水準が下が

らないように支えます。未来を担う子どもたちの発達を

まもるため、子どもをもつすべての家族に支給される現金

給付が必要です。

煙住まいは人権。国や市町村が責任を
野宿者が、健康で文化的な生活を営めるはずはありません。

日本では「持ち家政策」が中心でしたが、公営住宅の提供、

居住環境の整備などをもっと公的責任ですすめるべきです。

煙どの子ものびのび健やかに
　虐待は許しません
虐待は、人間の尊厳を否定し、脅かし、健康で文化的な生活

や発達そのものを阻害します。子どもや高齢者・障がい者に

対する虐待防止の施策は、社会保障制度の重要な柱です。

煙病気にならない環境と健康づくりのために
生活・労働環境、労働条件の改善や健診など、健康な人も

対象にした「保健事業」は行政の責任です。健康に気を配

れない暮らしを個人の責任にしてはなりせん。

すべて
の

人が 人間らし
く

煙お金のない人、社会的弱者に
　むりな負担をさせないで
高齢・障がいなどの社会的弱者・ハンディのある人の生活

を支える制度。社会福祉の原則は「無差別平等」、だから当

然、全額公費で賄うべきです。

日本に暮らすすべての人にとって「社会保障を受けるのはあたりまえ」と言える日本にしよう。

A４判


