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新年会のご案内 
上田孝之氏（元厚労省療養指導専門官）が講演 

 

会員の皆様にはますます御清祥の事とお慶び申し上げます。 

   2020年の年頭にあたり、新年会に上田孝之氏（元厚労省療養指導専門官）をお招きし、 

今後の鍼灸マッサージ師業界の動向につきまして講演をお願い致しました。 

 受領委任払いの実施とともに、強引に進められる療養費削減のなかで、我々、鍼灸師、あん

摩・マッサージ・指圧師の現状は、非常に厳しく困難な状況がひろがりつつあります。 

① 同意書の問題。  

② 健康保険申請業務の書類の増加、煩雑さ。  

③ 受領委任を受け入れない健康保険組合の償還払いへの移行により、保険治療を止める  

人が増えている。 

④ 受領委任払いによる、種々の締め付けの強化。 

⑤ 新規独立開業はいっそう困難となる。 

その他、皆様も疑問を感じ、問題を抱えている事と思います。 

以上のような、いろいろな問題の解決、困難の打開のために、会員の一層の協力の強化が 

求められています。 

   上田孝之氏は、元厚労省療養指導専門官であり、業界の事情に非常に精通されている方で 

す。また、行政の不公正、不合理な対応に対してもはっきり指摘されている方です。 

私たちのこれからの活動目標、活動方針を考える上で、必ず参考になるお話が伺える講師 

です。 

高齢化社会の医療充実のため伝統医療の活用が望まれています。自国の伝統医療の活用に 

舵をきりかえるべき時代であり、われわれもしっかり声を上げていきましょう。 

会員のみなさまのご参加を心よりお待ち申し上げます。 （業務執行理事 荒木文雄） 
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受領委任払いの問題点についての検討会報告 
（千駄ケ谷社会教育会館） 

 

令和元年 11 月 16 日（土）18:00 から、千駄ヶ谷社教館にて『受領委任開始後の申請手続きにおけ

る問題点』というテーマで会員参加の討議が行われました。検討会は 1 部と 2 部に分かれ、1 部は申

請における問題点、2 部は来年度から始まる受領委任制度の追加処置について話し合われました。 

まず 1 部で齋藤事務長から「受領委任開始後、返戻の多い事例から見た問題点」が報告されまし

た。 

 

① 施術報告書の請求適用外の場合 

次回の同意書をもらう為には、現在の同意有効最終月に施術報告書を交付し、医師に提出すること

が求められています。日付順を考えると施術報告書交付日→患者さんの受診日→同意書発行日となる

ことが、基本です。 

ところが上記の前提で施術者が患者さんに施術報告書を交付しても、患者さんやご家族の都合で受

診日が早まり、施術報告書交付日が診察日の後になる等、整合性が取れないケースが発生し返戻

されています。 

また、施術報告書はその月に入り施術を行った日以降の報告でなければ交付料の請求はできま

せん。施術無き報告書交付にご注意ください。 

さらにレアなケース。前月末に同意が切れていて 1 日に同意書が発行されましたが、施術も 1

日、報告書も１日。「この 1 日に行った施術は詳しく言えば同意切れ。無診察同意での施術になる

と思われます。」と保険者から言われたことがあります。この場合は返戻には至りませんでしたが、

このように細部に亘る指摘がなされることもあります。 

 

② 同意書の診察日が古い場合 

変形徒手矯正術を申請する場合、同意有効期間は同意書発行日から 1ヶ月なので、患者さんは

毎月受診をして同意書を発行してもらう必要があります。ところが主治医から「体調に大きな変

化が無いので毎月受診せず、数ヶ月毎の頻度で構いません。」と言われた場合、同意書の診察日が

前月や前々月の日付になってしまう場合があります。これが返戻になっています。受診間隔の医

師の判断は尊重されるべきです。文章を提出して保険者と交渉中で

す。 

 

③ 症状と施術との関係に相違がみられる場合 

マッサージの同意書、「症状」欄で躯幹に○が無いが、マッサー

ジ施術の同意があり、かつ「その他」欄にその理由がない場合の返

戻があります。また、関節拘縮に○が無いのに変形徒手に同意とい

うケースの返戻も増えています。 

④ 0 円訂正の件 

医療助成の資格を持っている患者さんの場合、本申請書の自己負

担額を 0円に訂正するよう厚労省から示されています（東京都医療助成の負担者番号 80136…の場

合は１割の金額に訂正）。この部分は手書きでの修正になります。というのは「0円訂正をしなく

ていい」という保険者もあるのでソフトでの一括変更ができないためです。 

また、総括票も全国の保険者の足並みがそろっていないためソフトで対応ができず、手訂正を

お願いしています。 
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＊以上のケースから見えることは、①申請書作成における条件が複雑すぎること、②保険者ごとに

申請条件が違うこと、 以上２点が大きな問題点と言えます。 

特に②に関しては、健康保険法が“保険者の裁量”となっているため、いつまでも解決しない問題 

と考えます。                        

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

療養費取り扱いに 参入障壁をつくる 
2 部では令和 2 年から開始予定の「不正対策及び受領委任制度の指導監督の仕組みの導入」に

ついての問題点が話されました。 

これは施術管理者に研修受講と実務経験の要件を課す仕組みの導入です。まず研修受講は 16 時

間、2 日以上の講義による研修です。5 年に 1 回の更新で費用負担は施術者にかかります。 

もう一つはもっと重大で実務経験期間証明書の義務化です。受領委任払いを行っている鍼灸・

マッサージ治療院で 1 年以上の勤務をしなければ施術管理者になれなくなるというものです。 

これには出張専門のあ・は・きの施術管理者の下で勤務した場合は実務経験期間に認められま

せん。あくまで受領委任払いで保険申請を行っている治療院で 1 年以上勤務しないと令和 2 年 4

月からは施術管理者になれなくなる可能性があります。 

現在開業している施術管理者はその権益を認めるが、今後は参入障壁を高くします、と言って

いるのです。これでは東洋医学の将来は惨憺たるものになっていきます。 

国家資格でありながら、国は鍼灸・マッサージ師や柔整師は信用出来ない、不正を働く職種で

あると決めつけています。国家資格を与えているのは厚労省（国）なのに私たちを犯罪者扱いし

て世間に喧伝しています。 

鍼灸・マッサージ治療や柔道整復を利用している患者に対して、保険者からの照会文書には 

「なぜ医療機関を受診しないのですか？」 

「定期的に医療機関を受診してください。」など、 

信用が出来る医療機関は病院と診療所であり、鍼

灸・マッサージ、柔整院ではないと公言しています。 

医療の選択権は保険料を払っている患者にあるの

に、 

鍼灸・マッサージ院や柔道整復院から医科への移行を

勧めているのです。これは業界に対する恣意的妨害行為です。当会では会員に情報を知らせると

共にアンケートを行い、会として統一見解を厚労省に提示していくことを決定いたしました。                      

（事務局） 

 

厚労省の情報公開が延期に！ 
                             2019/12/10  橋本利治 

 「怖い」地雷を踏んだかも・・・。一瞬恐怖が走りました。（笑）この記事を読まれる頃には結論

が出ていると思いますが・・・・。 

 今年は試練の年になります。受領委任が始まり、研修制度が導入されるかどうかの瀬戸際かもし

れません。そのような意味で踏ん張りどころの年になると思います。 

情報公開請求の内容 

「不正請求の統計が審議会で提出されたが、その元になる統計データーの情報を請求します」と公

式請求文書により請求しました。その後、厚労省から電話があり全国の保険者から取り寄せたもの

で、膨大な資料になりますがそれでも必要ですか？とのこと。 
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ゲッどうしよう、そんなものをもらっても分析する能力もないし、「宝の持ち腐れ」だよなー、で

もどのようなものか見てみたいという好奇心から「はい必要です。」 

その後 1 ヶ月経過しても音沙汰なし。情報公開法では「１ヶ月以内に回答する。」となっている

らしくて音沙汰がないわけはないと思っていたら、請求文書が 2・3 日遅れて到着したらしく、丁

度 1 ヵ月後に「公開まで 60 日延期」通知書が届きました。 

その理由は膨大な文書であり、整理しているとのこと。 

「マジー！」統計なんかすべてコンピューター処理しているし、そんなに時間がかかるわけない

と思うのですが・・。この統計を公開することによる多方面への影響を調整していると見るべきだ

ろう。（もしそうだとしたら不正統計も怪しくなってくるが・・・） 

もう内閣情報調査室では「要注意人物」としてリストに挙がったかも・・。(そんなわけないか)

考えすぎですよね。(笑） 

 不正請求 3.8 万件・不支給に（東京新聞） 

 去る 11 月 24 日東京新聞朝刊一面トップの記事。不正請求がテーマなので新聞から関連記事を拾

ってみました。 

新聞記事によると、「接骨院、施術・負傷部位水増し・・推計 1.5 億円」とのことです。 

「接骨院というのはしょうがないなあ、性懲りもなくまたやっている」と思われた方はおられます

でしょうか。 

私たちの業界では受領委任が制度化されて 1 年が経過しました。柔整師業界では以前から制度化

されていました、あまりにも不正請求が横行しているので、業界では受領委任取り扱い登録施術者

に対して研修制度が導入されました。 

その研修の中で不正請求対策の講習を導入し、不正防止対策の一環にするのだそうです。にもか

かわらず一向に不正の対策となっていないのが現状です。それに伴い鍼灸マッサージの業界にも同

様の研修制度を導入し、（今回我々の業界にこの研修制度導入を厚労省は検討していますが、あま

りにも中身のひどいものになっています。）更に更新制度を導入して実質健康保険は適用できなくな

ることが予測されます。そのように導こうとしているように思いますがどうでしょうか。 

不正請求は倫理だけの問題ではない 

 不正請求問題というのは数々の要素を含んでいると私は考えています。まず倫理の問題、経済の

問題、政治の問題、そして制度の問題として検討しなければならないと思います。 

これらの問題を混同して論ずると財政削減ありきとなり本質の問題がすり替えられてしまいま

す。 

まず報道によりますと、打撲やねんざの施術を行う際に回数や施術部位を偽り、療養費を不正に

請求し 2 年間で 38500 件およそ 1 億 5000 万円に上るとのことです。 

これは健康保険組合連合会が加盟組合にアンケートを行った結果判明したとのこと。これを基に

健保連は、厚生労働省に不正対策強化を求めるとのことです。 

さて柔道整復師の不正請求は対岸の火事ではないと思います。それは鍼灸あんまマッサージ指圧

師の受領委任払い導入の審議会検討過程で柔道整復師の受領委任制度を参考にして実施すると厚

労省の審議官が説明しています。 

不正対策をよく観察しておかなければ 

つまり柔道整復師の不正対策をよく観察しておかなければなりません。やがては鍼灸マッサージ

業界への対策になってくると考えています。 

 先ず不正に対する倫理の問題として考えるならば、回数の水増し、施術部位の偽りは偽装、嘘の

類であり、現在の政権が「桜を見る会」「加計学園獣医学部新設に到る経過の偽造」「公文書の書き
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換え等々数限りない偽装と虚為答弁と同じレベルであり、証拠隠滅の為のデーター廃棄は悪質と言

わざるを得ません。不正のことを言われると私たちは返答のしようもなく全てを受け入れなければ

なりません。 

（それでも現在の政権は謝罪していませんが、私たちに居直りが許されないのが辛いところですよ

ね(笑)）しかし不正請求問題は他にも問題を含んでいて、政治的背景も考えなければならないと考

えています。（だからと言って倫理をないがしろにするものではなく、言い訳にはならないことは

承知していますが） 

政治的には現在の国の方針は、医療福祉予算より軍事予算に重点が置かれていて、医療費は削減

方向にあります。国家予算では軍事・防衛費が 5 兆円を突破しています。 

医療費では、削減の方向にあり、例えば病院のリハビリ期間の短縮、病院の縮小、入院期間の短

縮などにより厳しい現状となっています。また国家戦略特区設置による医療の民営化も政治的背景

があると考えています。 

国家戦略特区で医療の民営化が可能となると、やがてそれは全国へ展開するようになり、現在の

医療法人による医療制度は崩壊する、特区政策により崩壊すると考えています。 

そして経済の問題とは、医療費削減は果たして是か非かです。            

先ほど国家戦略特区を認定し特区内では医療を民営化し経済を活性化させるという経済構想が

あります。                

その特区内では鍼灸マッサージ施術も認められるのではないかと思います。要は鍼灸マッサージ

には治療効果があり多くの患者が施術を希望し経済効果があると認められるならば公的医療とな

ると思います。（公的医療とは何かの考え方でも異なりますが・・・） 

そこで問題となるのが、健康保険適用かどうかなのです。(特区内では医療は健康保険適用外にな

ると思いますが）つまりすべて自費が前提ですすめられるのが特区なのですから。 

さてそうなるとお金のない方はまったく医療が受けられないことになります。それで良いのでし

ょうか、わたしたちが考えなければならないことは「医療は病気に悩むすべての人々に平等に提供

されなければならない」ということなのです。 

 

そのことは堤未果氏が著書で「アメリカの医療現況」を

書いていますが、アメリカでは救急車が到着し、まず聞く

のは「保険に入っているか」ということで「入ってない」

と答えると何もせず帰ってゆく（今は改善されているらし

いが・・・）経済優先の医療は人命が軽視され「儲かるか

どうか」がすべての基準として考えるようになります。 

鍼灸、マッサージの不正問題の経済的課題は何か、つま

り「安すぎる単価」なのではないでしょうか、 

「じゃあ幾らなら丁度なの？」           （長野県川上村男山山頂より富士山を望む） 

上を見たらきりがない「そのとおりです」 

                             

 そして制度の問題としては、今の医療制度が極めて鍼灸医学を排他的なものとされており、（こ

れは政治的背景にも規定されているのですが・・）社会的にも認められていないことに端を発する

のではないかと考えられます。(今回受領委任払いが制度化されて社会的には一歩前進したように

思いますが、それと引き代えに失ったものは多すぎるように思います） 

このようなことを鍼灸マッサージの現場に従事する私達が議論し課題を出さなければならないと

思っています。      
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近年における業界環境の大変動 小澤 孝志 

  さて現在業界は、種々問題はあるものの戦後の「あはき法」交付以降最大の変化を迎えて 

 います。見解に個人差はありますが、逆にいえば最大のチャンスともいえます。 

私どもは現在の大きな変化は共有したいものです。 

１、受領委任制度化に伴う種々の課題について、上田孝之氏や全柔岸野氏の知恵に学ぶのも一考 

 かと思います。 

２、マッサージ師の需要急増により、不足感が顕著になっています。このままでは大きな問題に

なります。 

１） 訪問マッサージの急成長 

 異業種参入を含め、業者が急増、近年はサラリーマンが日本スポーツ協会等の開業指導を受け

て、起業する者も増えているとの話も聞こえてきます。手をこまねいて傍観していると、早晩 

「悪貨が良貨を駆逐する」状況となり、個人開業者は異業種参入の企業の下で働くようになり 

ます。大手のフレアス、鍼灸マッサージ師が山梨で創立、上場企業。アトラ、柔整師が大阪で創

立、上場企業。OAY 療養サポート、有信アクロス、心治療院など、全国にフランチャイズ方式で

展開しています。これらの業者は受領委任については何らの問題意識もなくスムーズに支給され

ているようです。どうして大手はスムーズで個人には問題が多いのか、研究する必要があります。 

２） 通所介護（ディサービス）事業 

4 月より介護サービスの通所介護（ディサービス）事業に機能訓練指導員を 1 名以上配置する

ことが義務化されました。そこで流動性のあるマッサージ師に求人が殺到し、人材不足が続いて

います。 

鍼灸師は講習、研修を含め半年以上かけないと指導員になれないため、マッサージ鍼灸師に求

人が殺到しています。都市では月給 30 万円が常識となっています。鍼灸マッサージ師会として

も会員をサポートするために対策が必要です。 

そうしないと個人開業は絶滅してしまうでしょう。 

 ３）われわれの取り組み 

 ①まず現状の認識を共有、②大手システムを研究、③会員を訪問鍼灸マッサージ師として再組織 

 ④事務所を含め、在宅患者向け広報を強化。事務局に依頼を受付、相談できるようにする。 

 ⑤研修（マッサージ技能、請求書作成等）を義務づける。 

  大手との差別化をはかるカギは、技能（マッサージ技術、リハビリ技術）の訓練にあります。 

  大手の技術はそれほどでもなく、十分優位に立てます。われわれの協力でゆくゆくは大手に 

 肩を並べるくらいになることが、国民の福祉厚生に寄与することにつながります。 

 ４）あん摩・マッサージ・指圧の歴史を含め、あり方を再度研究する 

  あん摩・マッサージ・指圧には西洋医学、中国の導引按蹻、日本の按摩術、アメリカのカイロ、 

 オステオパシー、西洋、東洋を含むあらゆる手技療法が含まれています。OT,PT の源になるこの

ような歴史を再研究し、自信をもって治療に臨みましょう。 

  われわれの治療技術が必要されているチャンスを逃すことないように、みなさんの奮起に期待

いたします。 
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生活保護あん摩マッサージ医療扶助で町田市とのやり取り 
支給基準において町田市に質問書を提出し回答書が送られてきました。 

質問書の提出は、患者 RS 様が初めに頚肩腰の痛みにより給付要否意見書を K 内科医院で書いて

もらい、再給付要否意見書の時に K内科医院で拒否されてしまいました。  

RSさんの疾患の場合、町田市は整形外科でないとダメだと内科に連絡したのではないかと RSさ

んから聞きました。このような問題が起きた時は患者として対処のやりようが無く終わってしまい

ます。 

RS さんの了解を得て、その後町田市に給付要否意見書を急に書いてもらえなくなったことを話

し、K 内科医院に抑止したのですか？と聞きました。そのようなことはしていませんと言いつつそ

の後担当ケースワーカーとは連絡が取れないうちに、RSさんが突然死しました。 

すっきりしないので、町田市に質問書を出しました。 

 

令和元年 10 月 12 日 

町田市役所 地域福祉部 

生活援護課 担当者、責任者様  〒194-0045 

東京都町田市南成瀬 4‐23‐2 マーチ南成瀬１F 

                   TEL 042‐728‐7447 FAX 042‐728‐7468 

                    治療室らくらく  清水 一雄 

                           

あん摩マッサージ医療扶助に関してご質問 

＊生活保護によるあん摩マッサージの支給対象として 

【医療上マッサージが必要な場合で筋麻痺・関節拘縮等がある場合】 

患者の症状が投薬その他の治療によっても効果がなく、あん摩・マッサージの施術が絶対不可欠の

場合に限り認められる。 

単なる肩凝り又は慰安のための施術は認められない 

支給基準の定め方は国民医療として乖離しているように思われ、納得できかねますので下記質問

にご回答をお願いします。 

１．患者の症状が投薬その他の治療によっても効果がなく、あん摩・マッサージの施術が絶対不可

欠の場合に限り認められる。 

これはどのように解釈をすればよいのか理解に苦しみます。実例を挙げて教えていただけますか。 

２．単なる肩凝り又は慰安のためとはどのような状態をいっておられるのでしょうか。 

30数年治療室をやっていますが、単なる肩凝りとか慰安の方には出会ったことがありません。肩 

凝りの自覚症状が無いのに他覚症状としてこちらから肩凝りを指摘することがあり、この場合も 

含めて肩凝りは脳血管障害等のファクターとして重病に繋がるサインであり、最も重大な病症状 

の一つと診ています。肩凝りにどうして「単なる」とか「慰安」なる形容詞が付くのでしょうか。 

３．RS様の件 

RS 様も医師の同意は整形外科でないとダメなのかと言っておられました。もちろん RS 様の意思

に基づくのが重要であり、強要されるべきではありません。 

生存権と健康権は誰にも侵害されるべきではないからです。この度の件 RS さんのお母様から連

絡を受け亡くなられた経緯を伺いました。 

人生まだまだこれからであったのにとても残念です。  

医療は国民の為に機能させるべきであり、あん摩マッサージは以前より厳しくなっていると 

貴援護課職員から耳にしたことがあります。重要なことは何を厳しくするのか意味不明であり、 

大切なことは病状を回復させ健康な体にしていくことです。 

そのための自立支援ではないでしょうか。健康な体になっていただき社会復帰していただくので

す。それが出来ないから生活援護を受けていると私は理解しています。 
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              （町田市福祉事務所よりの回答は別紙添付しております） 

 

おどろく巨大企業への優遇減税     久下勝通 

 

12月 12日の東京新聞に「法人減税、巨大企業に恩恵集中」との記事が掲載されました。 

2013年度から企業には減税がくりかえされ、巨大企業に恩恵が集中しているとの中央大学、 

富岡名誉教授の試算が明らかにされています。 

企業が納める法人税を特別に減額する 

優遇処置が、第二次安倍政権の発足後の

2013年度より急増し、法人税の実質的 

な負担割合は資本金の大きい企業ほど低 

くなっており、減税の恩恵は大きな企業 

に集中していたというのです。（左の表） 

 

大和総研の神尾篤史氏の指摘では、安部 

内閣が新設した「賃上げ促進減税」と 

「研究開発減税」の減税額の上限を引き 

上げた二つの法人税減額の処置により、 

減税額は増加したというのです。 

 

法人税額から一定額を差し引く「税額控除」によ

る減税額は 17 年度で一兆九百四十四億円と、民

主党政権だった 11 年度から三倍に拡大し、企業

への適用件数も 5 倍に伸びたと指摘しています。 

 

 また、税理士の菅隆徳氏は、ほかの手法も含め

た減税額は約 2兆 4 千億円で、このうち半分超を

企業数 1％に満たない、資本金 10億円超の大企業

が占めると試算しています。 

 

 2017 年度の法人企業統計では、企業のいわ

ゆる「内部留保」が 446 兆 4844 億円、過去最

高となり、増加は 6 年連続というのです。 

 500 兆円というのは、日本の GDP（国内総生

産）の 1 年分に匹敵する額だそうです。 

 莫大な利益を抱え込む巨大企業へ優遇減税を継続し、財政困難を理由に医療保険も介護保

険も保険料の引き上げが繰り返され、消費税は 10％への引き上げです。 

安倍総理の「企業が世界一活動しやすい国づくり」から「国民が住みやすい国づくり」への転換

が必要です。 
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～仙台の隠れ家鍼灸院長の独り言～ 

         現在の選挙のやり方について思うこと 土田 仁 

 

10 月には日本の国の予算が足りないという事で

消費税がアップされましたが、皆様いかがお過ごし

ですか？ 

税と言っても様々なジャンルの税がありますが、

私が一つ思う事があります。 

それは「選挙のやり方」です。なぜ、パソコンで

投票できる様にしないのでしょうか？私も国民の意

見として総務省に投書しております。 

２年前の 2017 年 10 月２２日に行われた衆議院

議員総選挙の「開票立会人」を担当した経験から

お伝えしようと思います。患者さんの中にある政党

の秘書の方がおり、私の住んで居る区の「開票立

会人」が足りないので協力してもらえないかとの事

で、私も興味があったのですぐに OK しました。 

2017 年の衆議院議員総選挙は小選挙区比例

代表並立制でしたので、選挙区からの代表を決め

る他に、政党も決める選挙でした。更に「最高裁判

所裁判官国民審査」が加わり、一人につき３枚の

投票用紙の記入が必要になる選挙でした。 

これに加え、私の住む宮城県では県知事選挙も

重なりましたので、結果、投票用紙は一人につき４

枚という大掛かりな選挙でした。 

選挙には「選挙立会人」と「投票立会人」と「開票

立会人」の３つの立会人が居りますが、私は開票

立会人と言って、選挙の開票に不正が無いかを監

視するというお仕事でした。また、紛らわしい記入

や変な記入に対して無効票として除外したものな

ども監視します。 

例えば「自由民主党」の所に「自由安倍民主国

民」と書いたり「立憲民主党」を「立件民主」などと

書いたりする人が本当にいるのです。しかも結構な

数ある事が驚きです。これらを無効票にした事に

対して不正がなかったかなども監視します。 

ところで、私の担当した太白区は仙台市の中で

は 2 番目に人口の多い区になりますが、開票に携

わる人、投票所から数を数えて運んでくる人など、

スタッフは相当の人数となります。恐らくですが、私

達開票立会人を含めて軽く 1000 人位はいたと思

われます。 

これが仙台市 5 区分ともなれば選挙に関わった

人は相当な人数になる訳です。それに県全体、そ

して４７都道府県合わせれば膨大な人数になりま

す。各自治体の選挙管理委員会が担当すると思

いますが、財政的に大変な地区もあるのではない

かと思います。 

この人達に少なくともお弁当代やペットボトルの

お茶代、そしてアルバイト料などの人件費が掛かる

訳ですので。まあ、お茶代やお弁当代などは広い

意味では経済は活性化されるかもしれませんが、1

回の選挙に掛かる経費は物凄いと思います。 

この選挙に莫大なお金をかけるやり方がまず問

題ですが、これとは別に政治家も選挙資金の為に

様々な不正を行う訳です。 

そして、一番肝心なこと、「皆の税金を大切に」と

言う事を実現するべきです。なぜ、投票をパソコン

で行わないのでしょうか？ご年配の方やパソコンが

出来ない人は、今まで通り投票所に来て書いても

良いし、投票所で係の人に付き添われながらパソ

コン画面に入力して

も良い訳です。 

その分スタッフの

仕事が減り、経費も

減るのです。この様

に細々としたことの積み重ねで無駄を省けるので

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1575292270/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RwbGF6YS5jb20va291eW91Lw--/RS=%5eADBPLWTSN1q7_QGazBHHRVsp7SBeiw-;_ylt=A2RCD1Dtu.NdLXIAqhGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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はないかと感じました。そして、これは協力した人

の時間を守り、事故を守る上でもとても大切だと思

います。 

私がこの開票立会人を担当するにあたって、遅

くとも夜中の 2 時には終了すると説明されておりま

した。 

時間通りには行かないとしても、大体の目安と受

け止めておりました。しかし、実際に終わったのは

翌日の朝 8 時半でした。しかもこの日は大型台風

が接近し、丁度開票作業をしている時間からお昼

前の 10 時頃まで台風がピークに差し掛かる時間

帯でした。 

私はタクシーを何とか拾って帰りましたが、道路

が冠水して通れない

所などがありなかなか

家へは帰る事が出来

ませんでした。 

クタクタに疲れまし

たので、幸いこの日は

予約が入っていなか

ったため、夕方４時頃まで寝ておりました。 

起きた頃には台風は去っていました。 

同じく開票立会人をやっていた他の方は、他県

へ仕事で出張の予定があったという事です。また、

一番人口の多い青葉区ではお昼過ぎ１時まで開

票作業が掛かったという事です。 

また、これは深夜２時頃だったと思います。思わ

ぬアクシデントが起きました。開票作業中蒸し暑く

なってきたので、会場係の市の職員の方が「暑い

のでちょっと換気します。」と体育館のドアを少し開

けました。 

きっと「皆、蒸し暑いのだろう」と気を利かせたつ

もりだったのだと思います。その瞬間に台風の風が

中に入って来て、投票用紙が巻きあがり危うく外に

飛んでいくところでした。 

今思えばすべて笑い話ですが、やはり時代に合

わせスマートに無駄なく選挙を行い、投票する方も

楽にできる方法をさっさと実行するべきではないか

と感じた１日でした。これで、台風で帰れなくなって

事故が起きれば誰のせいとか、選挙用紙が風で飛

ばされたとなればそれこそ一大事なのですから・・・

 

 

    事務局通信への投稿のお願い 
 金色のイチョウが葉を落とし、東京の紅葉も終わりを迎えていますが、皆様おかわり 

ありませんか。何かとあわただしい年末をむかえる中で恐縮ですが、新年 1 月号の事務局 

通信への投稿をお願いいたします。 

●新年を迎えての抱負、生活や治療についての希望など、みなさまの想いをお聞か 

せ下さい。 

●毎号投稿をお願いしている、会の活動や事業についてのご意見や提案、医療や介護をはじ 

め皆さんが関心あるどのような内容でも結構です。会員皆さんや患者さんの声を御寄せく 

ださい。 

●投稿は毎月 10 日締め切りです。締め切り後に投稿された場合は翌月掲載と 

なります。投稿字数の制限はありませんが、字数の多い場合は分割の掲載も 

ありますのでご了承ください。            編集委員会 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1575292347/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9hdXR1bW4tbGVhdmVzLWNoYWlyLWJvb2stMDAxMTM2NS8-/RS=%5eADBOq9gJY33tBjsKXgVXl8F.3uA3bo-;_ylt=A2RCK_A7vONdp3wAKxqU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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R 元年 12月                R2年 1月 

 

 

1 日   1 水 年始休暇 

2 月   2 木 仕事初め 

3 火 申請書〆切      3 金 申請書〆切     

4 水  4 土  

5 木  5 日  

6 金 申請業務        6 月  

7 土  7 火 申請業務 

8 日  8 水  

9 月  9 木  

10 火  10 金 事務局通信投稿締め切り 

11 水 事務局通信投稿締め切り 11 土  

12 木  12 日  

13 金  13 月 成人の日 

14 土 理事会（18：00～21：00）事務局 14 火  

15 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：00～12：00）事務局 15 水  

16 月 事務局会議（13：00～15：00） 16 木  

17 火  17 金  

18 水 保険部会（19：00～21：00）事務局 18 土  

19 木 体験マッサージ（13:00～16:30） 19 日 理事会（11：00～13：00） 

新年会（13：00～16：30） 

20 金  20 月 事務局会議（13：00～15：00） 

21 土  21 火  

22 日 NPO 法人医療を考える会理事会 

（10：30～12：30） 

22 水  

23 月 編集会議（13：30～14：30） 23 木  

24 火  24 金  

25 水  25 土  

26 木  26 日  

27 金 支給明細などの発送 27 月  

28 土  28 火  

29 日  29 水 支給明細などの発送 

30 月 療養費の振り込み 

年末休暇（12 月 30 日～翌 1 月 3 日

迄） 

30 木  

31 火  31 金 療養費の振り込み 


