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2017年度政府予算案の具体的内容
医療・介護

◆医療介護など自然増を1400億円削減

◆医療（70歳以上）・介護の自己負担の月額上限引き上げ
◆後期高齢者医療制度の保険料特別軽減の縮小・廃止
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兆

教育

◆給付型奨学金を先行実施

大企業・
公共事業

◆研究開発減税を拡充
◆公共事業費5年連続増

◆財政投融資でリニア中央新幹線建設支援に1兆5千億円の融資枠

軍事費

◆軍事費5年連続増で、過去最高の5兆1251億円

1

391

880
168

◆米軍関係3経費が過去最高3985億円（注１）
◆東電が負担すべき帰還困難区域の除染に309億円を投入

注１＝米軍関係３費とは、米軍「思いやり予算」、「米軍再編経費」、「SACO（沖縄に関する特別行動委員会）経費」
「思いやり予算」の内訳は、◎米軍基地で働く日本人従業員の給与などの労務費1486億円。◎米軍基地で使用される光熱
水費247億円。◎米軍基地の施設整備費206億円。◎米空母艦載機の離着陸訓練移転費8億円。
この３経費は、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費」は、「日本国に負担をかけないで合衆国が負担す
る」とした地位協定の規定（第２４条）に明確に反しています。

政府がすすめる医療・介護の負担増と給付減の内容
医療

介護

70～74歳の窓口負担１→２割へ順次移行

すでに実施・開始

入院給食費を順次値上げ

すでに実施・開始

紹介状なしで大病院受診で窓口負担増

すでに実施・開始

診療報酬引き下げ

すでに実施・開始

７０歳以上の窓口負担の上限引き上げ

１７年度予算案

後期高齢者の保険料値上げ

１７年度予算案

６５歳以上で療養病床入院の居住費値上げ

１７年度予算案

一定所得以上の利用料１→２割

すでに実施・開始

要支援１・２の訪問介護とデイサービスの保険給付外し

すでに実施・開始

特養ホームの入所対象を要介護１→３以上

すでに実施・開始

施設の低所得者の食費・居住費値上げ

すでに実施・開始

介護報酬引き下げ

すでに実施・開始

利用料の上限引き上げ

１７年度予算案

利用料２割負担のうち一定所得以上３割

１７年度以降予定

4

6

（オスプレイ、Ｆ35戦闘機、無人偵察機など購入）

原発

苫小牧健康友の会
発行責任者
河野 紘
電話７２－３２９１

去最大となりました。オスプレ る と と も に 、 学 習
会の開催や、署名
活動を旺盛に取り
組んでいきます。
ご協力をお願い
致します。

（高速道路などの物流ネットワーク、国際コンテナ戦略港湾も増額）

イ 機（ 億円）はじめ、無人
偵察機 機（ 億円）、Ｆ 戦
闘機 機（ 億円）など米国製
の高 額兵器 を中心 に購入 します。
社会保障の充実への国の責任
を明確にして、だれもが「安全・
安心の医療、介護」を受けられ
るよう、社会保障費の抑制方針
の撤回を求めて運動していきま
す。
友の会では、社会保障改悪反
対の立場から、引き続き、地域
億円と過 にお ける“ 困 難” の把 握つ と め

1251

（対象は非課税世帯の私立・自宅外通学などわずか2800人）

（１）

苫小 牧健康友の会

70

だ れも が安 心し て受け られ る
医療・介護の実現のために・・

75
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友の会だより

友の会だより

社会保障は、国の責任で！

第253号

安 倍政 権 がす すめ る 社会 保障 連続の増額で、
の各分野における削減路線は、
憲法 条で保障されている、
「生存権」や 条の「幸福追求
権」を脅かす深刻な影響を生み
出しています。
医療・介護という国民の“い
のち”にかかわる部分について
の「国の責任」をしっかり果た
すように働きかけが求められま
す。
安倍内閣が、昨年 月 日に
閣議決定した 年度政府予算案
の社会保障費の内容は、高齢者
をねらいうちにした給付減と負
担増を押し付けたものとなって
います。
歳以上の高額療養費制度の
患者負担の上限を引き上げます。
歳以上の後期高齢者医療制度
では、所得の比較的低い人への
保険料の減額特例を 割から
割へと縮小し、扶養家族だった
人の保険料を 割軽減する特例
も 割に縮小します。
その結果、高齢化などによる

社会保障費の自然増を 億円削
減しました。
その一方で、軍事費は、 年

２０１７年 ２月 １日

35

～医療費でお困りの方は、
勤医協苫小牧病院へご相談下さい～
当院では、無料低額診療制度を実施し
ております。
● 対象となる方は、就学援助世帯(両

親も対象）や生活保護基準１２０％
以内の収入の方などです。

●2014年4月から苫小牧市が無料低額診療の
対象者に対して薬代の助成事業を始めました。
お気軽にご相談下さい。

●相談窓口
勤医協苫小牧病院▶
医療福祉課まで
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る た」の 種類 のかる たを額 を寄
せ 合いながら、 札を取 ったり 、逃
が したり一喜一 憂、集 中して 楽し
む ことが出来ま した。 毎回の 「ふ
れ あいサロン」 を皆さ ん楽し みに
し ている様子で 、「ま た、元 気で
お会いし
ましょう」
という事
でお別れ
しました。
毎月定
例で開催
しており
ます。
お誘い
あ わせの上、多 数のご 参加を 心よ
りお待ちしています。
次回は、 月 日に 開催を 予定
しています。
友の会事務局 原 啓司

◆会場：勤医協苫小牧病院 外来待合ホール
◆出演：ギター 竹形 貴之
合唱で使用するエレピアン（電子ピアノ）
チェンバロ Ｗａｋａ（佐藤和華）
を探しております。譲っていただける方がいらっしゃ
◆曲目：「アルハンブラの想い出」 他
いましたら下記までご連絡ください。
◆主催 勤医協苫小牧病院

おさそいあわせの上、ご参加ください。

℡ 0144-72-3291

友の会事務局
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第６７回院内コンサート

見山・松風班健康サロン 13:30～
八区健康友の会新年会 13:30～
友の会事務局会議 9:30～
日新・しらかば班班会 13:30～
うさとブロック健康チェック 15:00～
友の会役員会 13:30～
ときわ・澄川ブロック新年会 11:00～
東部ブロックお食事会11:30～
第15回ふれあいサロン10:30～
ふまねっと健康教室10:00～
友の会新聞郵送作業日9:00～
沼ノ端・勇払ﾐﾆ・･ﾃﾞｲ「なごやか」

2月 4日(土)
2月 4日(土)
2月 6日(月）
2月 6日(月）
2月 7日(火）
2月 9日(木）
2月13日(月）
2月14日(火）
2月17日(金）
2月18日(土）
2月28日（火）
2月28日（火）

よ うとしている 「『カ ジノ を含む
統 合型リゾート （ＩＲ ）』 に反対
す る市民の会」 の活動 を紹 介まし
た 。「次回は、 認知症 も知 りたい
ね 」とテーマも 決まり 終了 となり
ました。
山手ブロック 小形 尚子

20

14

16

少 し残っていま す。今 年も 頑張り
ま しょう。」と 決意を 確認 して締
めくくりました。
沼 ノ端・勇払ブ ロック 西 谷 隆

3

第 １４ 回
ふれあいサロンを
開催
月 日、「第 回ふれあいサ
ロ ン」を開催し 名の 方々 が参加
し ました。はじ めに苫 小牧 健康友
の 会の河野紘会 長から この 間の取
り 組みの紹介を まじえ てあ いさつ
が あり、プログ ラムが スタ ートし
ました。
お昼には、今回のランチメニュー、
「 鮭ご飯とタラ の塩汁 」を 参加の
み な さ ん で お い し く 頂き ま し た 。
午後の、学習 講演で は、 作業療
法 士の塩田さん から「 認知 症の地
域 支援の取り組 み」を テー マにお
話 をしていただ きまし た。 苫小牧
市 で取り組まれ ている 事業 の「認
知 症初期集中支 援チー ム」 につい
て 紹介され、「 認知症 かな ？」と
思 ったときや「 認知症 での 困りご
と 」への相談窓 口と国 の認 知症施
策 推進総合戦略 （新オ レン ジプラ
ン ） に つ い て 説 明 さ れま し た 。
日頃から関心 の高い テー マであ
り 、認知症高齢 者にや さし い地域
づ くりへの取り 組みに つい て理解
を 深 め る 場 と な り ま した 。
その後は、お 正月ら しく 「かる
た 取り」で交流 しまし た。 「百人
一 首」「いろは かるた 」「 俳句か
1

「 みな さん
とっても お元気！」
山 手ブ ロック
こざく ら班
月 日山手ブロック・こざ
く ら班で班会を 開催し 名 が参加
し ました。「み なさん 、と っても
お 元気！」こざく ら班は 、 歳台
の会員さんがお二人いらっしゃり、
こ の日も 歳 の班長さ ん宅 に集合
し ました。今回 は、勤 医協 苫小牧
病 院の久々津ち さと栄 養科 長を講
師 に、「おなか の健康 」の お話を
聞 きました。便 秘の予 防と 食事に
つ いての内容で 、 食 をき ちんと
食 べて、「食べ 物を使 う」 ために
食 べてから掃除 、洗濯 など 「体を
動かそう！」と話されました。
「 おなかを『の 』の字 でグ ッと押
し てあげるのが 効果的 」と 、実際
に 自分のお腹を おして 体験 してみ
ました。 「スッキリだよ、毎日
ヨーグルトを食べているけれど・・・」
な ど、終始「お なか」 の話 題が満
載の学習会でした。
班長さんは、 和服の リメ イクで
ス ーツ、帽子、 バッグ など を作ら
れ ている方で、 「みや まの 里まつ
り 」でも２回展 示され てい ます。
作 品の数々を見 せてい ただ き目の
保養になりました。
班会の最後は 、「い つで も元気
誌 」を使って、 ギャン ブル 依存症
に ついて知り、 苫小牧 市が 誘致し

～２月の友の会行事予定～
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歌や 、ゲー ムに
楽し く新年 交流 会
沼 ノ端・ 勇払
ブロ ック
沼ノ端・勇払 ブロ ックで は、年
明けの１月７日 に菅 野さん 宅で手
配り者、世話人 、職 員の新 年交流
会を開催しまし た。 「友の 会活動
は東の方から」 と苫 小牧健 康友の
会のトップを切 って の開催 となり
ました。苫小牧 病院 から原 啓司地
域健康課長、日 胆勤 医協在 宅から
七山尚則部門統 括、 成田亮 子副セ
ンター長が参加 し、 それぞ れの事
業所の内容や課題について話され、
「酉年にちなんで良い年を“とり”
ましょう。」
と、それ
ぞれの報
告と決意
がのべら
れました。
ごちそう
食べなが
ら、交流
の部では、
ゲームあ
り歌あり
の楽しい
企画で新
しい年を
お祝いし
ました。
おわりに、
「友の会
員拡大の
年間目標
まであと
12

友の会合唱団 あかい実 からのお願い ◆日時：２０１７年３月１８日（土） 午後２時

（２）
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友の会だより
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