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全国に広がった自治体要請行動
2014 年度の取り組み状況を集約
退職者連合は、昨年 7 月 15 日に開催した第 18 回
定期総会において 2014 年度政策・制度要求を決定
し、「介護保険制度充実のための地域モデル要求」と
「低所得高齢単身女性に関する政策・制度要求」をそ
の重点として、都道府県・市区町村に対する全国的な
対自治体要請行動の取り組みを行うこと決めました。
さらに同年 9 月 16 日に開いた組織代表者会議でも具
体的な取り組みの意思統一を行い、地方退職者連合

を軸に 2014 年秋年末から 2015 年 1 月にかけて地方・
地域において全国運動を展開しました。その結果、44
都道府県、420 市区町村への要請を実現しました。市
区町村の数字は、2013 年度と実績の約 3 倍超にあた
ります。また 13 県では、地方連合会と共同で実施され
ました。以下は、2 月 17 日に開催した全国事務局長会
議に報告された実施結果です。

（１）都道府県への要請

遠軽町、江差町、八雲町）秋 田（鹿

川島町吉見町、鳩山町、ときがわ町、

北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、

角市、北秋田市、能代市、男鹿市、

横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、

福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東

潟上市、大仙市、仙北市、 横手市

松伏町）千 葉（千葉市、銚子市、

京、神奈川、山梨、長野、静岡（
「退職女

湯沢市、県内全９町、県内全３村）

市川市、船橋市、館山市、木更津市、

性教職員の会」が要請）
、愛知、岐阜、三

山 形（山形県市長会会長、町村会

松戸市、野田市、茂原市、成田市、

重、新潟、福井、滋賀、京都、和歌山、奈

会長）宮 城（名取市、角田市、石

佐倉市、東金市、旭市、習志野市、

良、大阪、兵庫、鳥取、岡山、広島、香川、

巻市、塩釜市、仙台市、栗原市、登

柏市、勝浦市、市原市、流山市、八

高知、徳島、愛媛、山口、福岡、大分、佐

米市、気仙沼市、大崎市）福 島（会

千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ヶ谷

賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄

津若松市を除く 11 市・7 町・1 村）

市、君津市、富津市、浦安市、四街

群 馬（前橋市）茨 城（全市町村・

道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、

（２）要請の形態

32 市 10 町 2 村）栃 木（市長会事

白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、

①退職者組織単独

務局、町村会事務局、宇都宮市、佐

香取市、山武市、いすみ市、大網白

北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、

野市、小山市、足利市、栃木市、鹿

里市）神奈川（横浜市、川崎市、相

福島、群馬、栃木、千葉、東京、山梨、長

沼市、矢板市、真岡市、下野市、那

模原市、横須賀市、二宮町）山 梨

野、新潟、福井、岐阜、三重、滋賀、奈良、

須鳥山市、那須塩原市、太田原市）

（市長会 13 市、町村会 14 町村）静

和歌山、大阪、岡山、香川、徳島、大分、

埼 玉（さいたま市、川口市、蕨市、

岡（焼津市、島田市、菊川市、掛川

長崎、沖縄

戸田市、鴻巣市、上尾市、桶川市、

市、袋井市、磐田市）愛 知（名古

北本市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、

屋市、春日井市、小牧市、清州市、

②連合と共同

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

北名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、豊

埼玉、神奈川、愛知、兵庫、鳥取、広島、

富士見市、ふじみ野市、東松山市、

明市、日進市、長久手市、半田市、

高知、愛媛、山口、福岡、佐賀、熊本、鹿

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、

常滑市、東海市、知多市、大府市、

児島

日高市、熊谷市、深谷市、本庄市、

津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、

秩父市、草加市、越谷市、久喜市、

あま市、一宮市、犬山市、江南市、

（３）市区町村への要請

八潮市、三郷市、市川市、毛呂山町、

岩倉市、豊田市、みよし市、岡崎市、

北海道（札幌市、函館市、深川市、帯広市、

越生町、滑川町、嵐山町、小川町、

西尾市、碧南市、刈谷市、安城市、
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知立市、高浜市、豊川市、蒲郡市、新

（４）要請内容

以上民主党参議院議員）茨 城（衆院

城市、豊橋市、田原市、豊山町、東郷

①当該都道府県に関係する政策・制度

選、県議選のため郵送により要請）神

町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多

要求のみ

奈川（民主党神奈川県連を通じ、全国

町、大治町、蟹江町、扶桑町、幸田町、

岩手（大震災の復興に関わる要求、な

会議員、県・市・町・村会議員に要請

飛鳥村）岐 阜（岐阜市、大垣市、各

らびに高齢者に関わる県内独自の要

内容徹底）新 潟（民主党県連と意見

務原市、羽島市、関市、可兒市、多治

求）秋田、福島、埼玉、愛知、福岡

交換）大 阪（民主党衆・参議員 4 名

見市、中津川、市、高山市、飛騨市）

に要請書送付）岡 山（江田五月参議

三 重（津市、松坂市）新 潟（上越

②退職者連合 2014 年度政策・制度要求

院議員、柚木道義、津村啓介・以上衆

市、妙高市、十日町市）京 都（京都

のみ

院議員）大 分（議員懇議員と連携、

市）和歌山（和歌山市）大 阪（大阪

北海道、宮城、秋田、群馬、千葉、新

要請行動にも同行）沖 縄（糸数慶子

市、堺市、府下 41 市町村）兵 庫（連

潟、福井、大分、沖縄

参議院議員、照屋寛徳、玉城デ二―、

合兵庫の各地協を通じて要請）鳥 取

仲里利信・以上衆議院議員）

（鳥取市、倉吉市、米子市、八頭町、

③退職者連合の要求プラス当該都道府

北栄町）岡 山（各市町村の連合岡山

県の課題

②地方議員

関係議員に同行訪問）広 島（広島市）

山形、栃木、東京、神奈川、長野、静

宮 城（県議＝遊佐みゆき・民主、岸

山 口（3 月に市長会、町村会に要請）

岡、京都、和歌山、香川、徳島、長崎、

田清美・社民、市議＝岡本あき子・民

香 川（高松市、さぬき市、東かがわ

鹿児島、沖縄

主、石川けんじ、相沢祐司、千葉眞良、

市）徳 島（阿南市、吉野川市、美馬

村上進、小野寺俊朗、佐藤悟、高橋勝

市、三好市）高 知（高知市、南国市、

④「地域行動モデル要求案］をベース

男、豊嶋正人・以上社民、沼倉利光、

須崎市、四万十市）福 岡（福岡市、

に「予防給付の復元」を国に働きかけ

氏家英人・以上無所属）茨 城（衆院

北九州市、飯塚市、直方市、筑紫野市、

北海道、青森、秋田、山形、宮城、福

選、県議選のため郵送により要請）神

太宰府市、春日市、朝倉市、大野城市、

島、茨城、神奈川、山梨、静岡、岐阜

奈川（民主党神奈川県連を通じ、全国

久留米市、小郡市、大川市、柳川市、

三重、滋賀、奈良、和歌山、大阪、兵

会議員、県・市・町・村会議員に要請

筑後市、八女市、大牟田市、大木町）

庫、岡山、広島、山口、高知、大分、

内容徹底）大 阪（民主党衆・参議員 4

大 分（大分市、中津市、宇佐市、豊

佐賀、熊本、沖縄

名に要請書送付）兵 庫（県会民主党

後高田市、別府市、国東市、杵築市、

正副幹事長と意見交換）徳 島（県議

竹田市、豊後大野市、臼杵市、津久見

⑤「低所得高齢単身女性に関する政

＝庄野昌彦、臼木春夫、松崎清治・以

市、佐伯市、日田市、由布市、日出町、

策・制度」は要求せず

上民主党、黒崎章・無所属、市議＝天

玖珠町、九重町、姫島村）佐 賀（杵

青森、栃木、神奈川、新潟、愛知、三

羽強、竹内義了・以上三好市無所属、

籐地区広域市町村組合、唐津市、有田

重、広島、大分

日下公明、橋本幸子・以上阿南市無所

町、玄海町）長 崎（長崎市、佐世保

属）愛 媛（松山氏は民主党、社民党

市）熊 本（宇城市）沖 縄（沖縄県

（５）議員要請

無所属の市議 6 名、今治市と宇和島市

市長会、沖縄県町村会）

①国会議員

は社民党の市議、新居浜市は無所属の

北海道（横路孝弘、荒井聰・以上民主

市議、松前町は無所属の町議＝いずれ

党衆議院議員、小川勝也、徳永エリ・

も推薦議員）

