
２０１７年高知県社保協キャラバン報告まとめ 

２０１７年１２月１２日 
 
いの町（１０月１７日） 

 
【行  政】町民課長(中嶋)、保健福祉課長(渋谷)、病院主幹(中平)、総務課長(筒井) 
【社保協】県労連３、民商１、医療生協７ 
①国保の県単位化について 

・県が出すのを見て。国保料が下がればいいが、どうなるかを心配している。 

・いの町は県で 9 番目に医療費が高いので、上がるのではないかと気にしている。ただ、医療水準

から言えば、公平性という点ではしかたないのではないか。 

・収納率は 98.1 か 2%で、住民の意識は高い。検診率もほかの自治体と比較して高い。 

・短期資格者証などは若干減ってきているのではないか。資格者証については、すぐに出すわけ

ではなく、警告などを出して、それでも・・・となれば出す。 

・いの町は、医療費が高いので、保険料も高い。α１になれば、いの町の負担金も高くなるのでは

ないか。かといって、いの町を負担金を下げて別に、という話にはならない。 

・法定外繰り入れで保険料を抑える方針はないですか?⇒27-28%の人のために使う必要があるの

か。一般財源が減る。どうなるかわからないが今の繰り入れは考えていない。 

≪参加者から≫ 

・年金生活１３年目、国保料１９０００円。高すぎて、病気になっても病院に行けない。 

 
②地域医療構想 

・大都会と地域を同じに考えていいのか。病院から在宅へと切り替えられている。一つの

病院では成り立たない。 
≪参加者から≫ 

・議会へも出ていい、赤字だからといって、無くすのではなく、「こういうことをしてき

たんで」ということもアピールしてほしい。 
 
③地域活性化 

・移住政策についてはやっている。少子化対策の検討委員会を立ち上げ、アンケートを実

施して増やしていきたい。 
・いの町に来る人もそこそこいるが、それでも全体で見れば減っている。いの町のトップ

も子育て支援に力を入れて、保育園の無償化なども進めている。国の制度は後からつい

てきている感じ。 
≪参加者から≫ 



・役場の中がどうゆう状況になっているかはわかっている。住民の声を苦情と取るのか、

願いと取るのか。そういった視点で見てほしい。 
・滋賀県野洲市は、滞納に対して「ようこそ滞納」という姿勢。滞納はシグナルとしてと

らえており、それを総合的に対応している。 
 
 
日高村（１０月１７日） 

 
【行  政】副村長(谷本)、住民課長(川村)、福祉課長(松岡) 
【社保協】県労連４、民商１、医療生協３ 
 
①国保の問題 

・課税方式を国の基準に合わせて３方式にする。資産割りをなくす。所得にかかわらず、

資産がある年金生活者は非常に困る。国保の運営業議会で８月に決定。 
・資産を持った滞納者は資産を処分しないといけなくなるので困っていたが、県単位化を

機会にそこも是正していく。 
・αについては、ここ最近は基金を切り崩さなくても運営できる状況であるので、そこは

いいが、後期高齢については、お金がかかっているので、村全体としては決していいと

は言えない。 
・３方式には変えるが、保険料が平均として上がらないようにする。 
・国保料については、３月議会で承認されてからの広報になる。７月からの納税になるの

で、それまでに広報などをしていく。ただ、住民にとっては、ほとんど変わらない。 
・税金を納める時に、滞納があれば、そこに基金を入れていかないといけない。しかし、

税の公平性などを考えれば、これを機に滞納整理をしていかないといけないのではない

か。整理をしないと、永遠に短期証や資格証になってしまう。 
・年金については、預貯金としては扱わない。生活が出来なくなるから。 
 
②地域医療構想 

・村には入院する施設がない。村に必要なサービスをどう構築していくか。 
・対象になる医療機関に直接お願いしているところ。いかに連携して地域を包括的に支え

ていくか。 
・福祉タクシーなども置きたいがなかなか難しい 

≪参加者≫ 

・自治体のデマンドバスなどを使って健康づくりをしている。高知新聞とも協定を結んで

見守りを進めている。 
 



③地域活性化 

・この５年間で人口が大きく減ってきた。それに対しての人口ビジョン。 
 ・トマト、食、健康でやっている。その中で、企業が参入してきた。ただ、６次産業が

まだまだ弱い。オムライス街道は大学生といっしょに作ったり、地元愛、仕事を帰っ

てしたいなど、誇りをもてる取り組みになっている。 
 ・適齢期の方が減少している。地方から都市部へ人口が流出している。 
 
 
越知町（１０月１７日） 

 
【行  政】副村長、住民課長、住民課補佐 
【社保協】県労連４、医療生協３ 
 
①国保の問題 

・昨年末に保険料を引き上げた。どこの自治体も国保財政が厳しく、我々も同じように懸

念している。 
・昨年と比べて収納率は上昇。今年度保険料を上げているので、今年度は上げたくないし、

おそらく大丈夫。 
・ここ数年は医療費を抑えられているが、1 人高額が出れば上がってしまうのでそれは懸念

している。 
・病床が多いので、受診の機会は多い。それは暮らしやすさとも言えるが・・・。 
・全部の病院が民間なので、他の自治体のようにはいかないが、介護の会などで連携して

いる。 
・短期証は１ヵ月から出している。 
・住民の説明については、まずは月１回の議員の全員協議会で伝える。 
 
②地域医療構想 

・介護５０床。３０－３２年度での転換はしない。 
 
③地域活性化 

・全体のパイが減っている。あと、跡取り問題が大きい。限界集落がたくさんある。 
・買い物難民の問題は、地元のサンシャインなどアンケートを取ったりしているが、今の

ところなし。 
・集落支援員は今１人だが、それを旧小学校単位に１人は作っていきたい。手伝ってくれ

る人はいるが、それを引っ張っていく人がいない。 
・教育にも力を入れる。越知だけ見れば全国平均を上回った。 



・人材育成が一番大事だが、職員にプレッシャーもかかっている。人が足らない。 
 
 

佐川町（１０月１７日） 

【行  政】副町長、町民課長 
【社保協】県労連４、佐川町職労１、医療生協４、新婦人１ 
 
①国保の問題 

・見通しがはっきりしないので何とも言えないが、足りなければ基金を使い、それでも足りなければ

保険料も上げていかなければならないかもしれない。 

・現在は４方式だが、段階的に３方式になっていくのではないか。収納率は高いので、県の収納率

はあまり影響ないのではないか。 

・５年前まで徴収率があまりにも低いということで議会でも取り上げられたこともあり、滞納整理課を

新設して収納の引き上げをかちかちやってきて、県平均を超える数字になってきた。 

・収納管理課は、社協と連携して滞納だけでなく、生活再建も併せてやっている。 

・一つを滞納している人は、他のものも滞納していることが多いが、公債権の方が徴収率の関係で

どうしても優先される。 

・C 型肝炎が出たときは、作画にお金が足りなくなった。その時は、基金へ法定外を繰り入れた。 

・1、2 月に納付金が決まるので、そこから運営協議会を開いて 3 月議会で国保税の確定となる。運

営協議会は公開していない。非公開ではないが、お知らせしていない。 

 
≪参加者≫ 

・医療生協で地域を回っても、健診に行って何か悪い所が見つかったら、さらにお金がかかるので、

行かない、という話を聞く。無料低額診療事業の実施も検討すべきでは。町の在り方を考えてほし

い。 

・これ以上保険料が上がっては生活できない。 

 
②地域医療構想 

≪参加者≫ 
・佐川の特定健診について、佐川の受診率が低い。ヘルスアップ６０などもやりながら上げてはどう

か。 

 
③地域活性化 

・高知市の衛星都市として生き残れるか。佐川は他と違って人が比較的集まっている。首長自身も

自ら働いてやっている。人材育成と教育に力を入れる。 

≪参加者≫ 



・入学援助金の振り込みが、７月になって遅い。 

 
 
須崎市（１０月１８日） 
 

【社保協】 (高商連)入江博孝、(保育労)山下功智、(医療生協)門脇・竹添、 

(自治労連)筒井、(須崎民商)西森克記、(地元)医療生協３人 

 

【行 政】 高和(総務課長)、谷脇(市民課長)、   (税務課長) 

 

回答メモ 

・滞納整理については、事前に通知を行っている。事前に連絡があれば相談に乗っている。 

 

・国保県単位化についての住民説明会については、予定していない。 

 

・固定資産割をなくすと中間層の負担が増えるので、しない方向で考えている 

 

・人口ビジョンについて、２０６０年１１０００人の推定だが、１７０００人を目標としている 

 

・住民票の転出の理由・目的のアンケートを取っている（Ｈ２８年度から） 

 

・震災時の浸水予想地域が多い。対策をどうするかも課題。 

 

その他 

・参加者から、｢市から送られてきた国保税計算説明書がわかりづらい｣と指摘。 

 

 

 

四万十町（１０月１８日） 
 

【社保協】 (高商連)入江博孝、(保育労)山下功智、(医療生協)門脇・竹添、 

(自治労連)筒井、(須崎民商)西森克記、（地元）岩井町議、武田、  、

松尾浩子(新婦人) 

【行 政】 前田(副町長)、細川(町民課長)、吉岡・国沢(健康福祉課)、ミモト(地域

包括) 

 

回答メモ 

・今も法定外繰り入れはしている。すぐにゼロにするつもりはない。国保にだけという不満が出ない

か。住民の理解がどうかの不安はある。 

 

・国保県単位化についての住民説明会については、予定していない。 

 

・病院が近くにあると受診率が高くなる。 

 

・通院の２割、入院の３６％が高知市の病院。 

 



・町内の病院(窪川病院、大西病院、診療所)は満杯状態。 

 

・病院から在宅へ進めるには訪問医療を増やさないといけないが、自治体独自では対応できない。

霞が関は現場の実態がわかっていない。 

 

・小学校単位で｢まち、ひと、仕事｣総合戦略をつくる。 

 

・Ｈ２８年度は、移住で社会増となった。 

 

 

 

中土佐町（１０月１８日） 
 

【社保協】 (高商連)入江博孝、(保育労)山下功智、(医療生協)門脇・竹添、 

(自治労連)筒井、(須崎民商)西森克記、(地元)２人(医療生協) 

【行 政】 三本(副町長)、山本(町民課長)、今橋(介護)、下元・窪田(企画) 

 

回答メモ 

・国保の基金が底をついている。 

 

・Ｈ２５年度以降は国保税の値上げはしていない。 

 

・資産割はなくす方向。 

 

・県一化になっても、国保税が上がらないように措置する。が、資産割をなくすことなどもあり、個人

によっては上がる人も出てくるのはやむを得ない。 

 

・国保県単位化についての住民説明会については、予定していない。 

 

・国保税の軽減を受けている世帯が６０％。 

 

・納付相談によって資格者証、短期証を発行している。 

 

・町内では、施設入所の割合が高い。人(単身世帯？)、住居の環境などの関係で。 

 

・上ノ加江、大野見では地域での見回り体制はほぼカバーできている。 

 

・自主的な病床転換は難しいのではないかと考えている。 

 

・２０５０年２３００人台の推計だが、５０００人を目標にしている。 

 

・自然減の人口減少はやむを得ないか。 

 

 

 

 

 



四万十市（１０月１９日） 

 
【社保協】 医療生協・千頭、四万十診療所・本間・樋口、新婦人・谷、中村民商・橋崎、

母親大会実行委員・吉田、共産党・谷田・川渕・大西、保険医協会・浜田 
【行 政】 中平市長、遠近参事、市民課・川崎課長・池田、保健介護課・山崎課長・ 

中田、企画広報課・山崎・稲田 
 
懇談概要 

別紙文書回答に沿って説明が行われた後、下記のようなやりとりがされた。 
・回答にある通り、国庫負担割合の引き上げを強く求めてほしい。一般財源から国保会計への繰り

入れはないのか？保険料が上がらないようにしてほしい。 

→赤字補てんの繰り入れはない。最終的な係数が県から発表されなければわからないが、保険

料については、現行レベルないしは若干マイナスになるのではないかと考えている。 

・基金はそのまま市町村に残るのか？ →それはそのまま市町村に残る。 

・短期保険証は何か月分なのか？ 

 →基本は 3 ヶ月としており、納付計画を守ってもらえない人は 1 ヶ月毎としている。 

18 歳以下の子どもについては 6 ヶ月分交付している。 

・医療機関の受診は、最近 2 ヶ月に一度という方が増えている。「基本 3 ヶ月」ではなく、もっと長い

期間にしてほしい。 

・9 月の地域医療構想の幡多医療圏での「調整会議」の内容を教えてほしい。 

 →県の医療政策課から全般的な説明があっただけで、具体的な幡多地域の話はなかった。今後

の予定もまだわからない。 

→高知県を狙い打ちにしているように思える。医療機関も心配しており、介護医療院のことも含

め、早く方向を出してほしいと考えている（中平市長）。 

→方向が示されれば、市としての「第7期介護保険事業計画」にも反映させてパブリックコメントも

求めたいと考えている。 

・「子ども食堂」の運営を開始しているが、県からの補助金の要件の一つに「市町村との連携」が示

されている。どこと連携していくのか？ →福祉事務所の家庭福祉課になる。 

・「健康パスポート」の説明が職員によって違う。利用しやすいようにしてほしい。 

・「在宅医療」の体制が整うよう、市としても努力してほしい。 

 →24 時間の「定期巡回」を行っている介護事業所が、利用が少なくサービスを休止している。利

用が広がるよう協力をお願いしたい。 

 

・県単位で算定するとプラスになる市町村、マイナスになる市町村がある 

 1.8 億円激変緩和措置として出るため、1%くらいしか変わらない 

 応能/応益=43/57 



 国庫負担で財政基盤が強化⇒一人当たり一万円 

 資格証⇒医療の必要が生じた場合短期証を交付(3 ケ月) 

  無反応な人や守らない人は差し押さえするが、財産がない、家計などの差し押さえはしていない 

 国家負担 3400 億円と言いながら 1700 億円、これでは足りない。 

 国保は赤字になるのは当然。 

 国保料は東高西低の傾向 

 短期証 3 ケ月、こども(18 歳以下)6 ケ月 

  3 ケ月では慢性疾患では使いにくい。6 ケ月にならないか⇒払っている人もいるのでなかなかで

きない。 

 国保滞納者には相談に真摯に応じることを知らせて欲しい。 

 福祉部門との連携を十分に取ってほしい。 

 健康パスポートのシールの付与など職員に徹底していない。 

 24 時間看護体制「天の川」定期巡回利用がなく休止状態。利用者のニーズがあるか。 

 

・県内 3881 床(2015 年)⇒25.6%↓ 

 「幡多地域医療構想会議」9/4 開催。急性期削減県の案がまだ出てこない。民間病院は不安、方

向性が見えてこない。 

 「介護医療院」整備、在宅医療の充実で切れ目のないサービス、子育て支援の取り組み 

 

 

宿毛市（１０月１９日） 

 
【社保協】  浜田(社保協・保険医協会)、浅木(大月町議)、本間(四万十診事務長) 
              岩崎・伊吹・浅木(医療生協)、橋崎(民商)、谷(新婦人)、千頭(生協病院職員)  
【行 政】  市民課長、税務課収税係長、保険介護課長  
 
１．国保の問題 

・来年度の保険料については、県から正式な係数などが示される来年 1 月でなければわか

らない。3 月に決まる。 
ただ宿毛市の医療費水準は県下３２番目なので、保険料の上昇はあまり想定していな

い。激変緩和の対象にはならない。 
ずっと基金を取り崩してがんばってきた。24 年に保険料を上げた。27 年に基金が底を

つき、5000 万円繰り入れた。医療費が低く抑えられたので、何とかなっている。 
平成２８年度は雇用も増えて、借金を返済し基金もできた。ただ医療は先が読めない

ため、県単位化で基盤が広がるのはいいと考えている。状況が悪くなれば保険料値上げ

もありうる。 
・住民説明会は考えていない。 



・資格証、短期証は年々減っている。相談してくれたら対応できる。相談してもらえば短

期証を出している。こちらから連絡をしようとはしている。 
資格証が減っているとはいえ、166 件（平成 27 年度）は多い。他の自治体では短期証が

メインだと、資格証発行をやめるよう要求した。 
・所得ゼロの人で年間２万円程度の保険料。生活の見直しで払える人がほとんどだと考え

ている。生活を壊すような滞納整理はしていない。調査をして「払えない」とわかれば、

（滞納整理）の執行は停止している。 
・「月々２万円ずつ払っていたのに差し押さえをされた例がある」との指摘に対し、分納

中は、差し押さえはしないが、分納が崩れた場合などに差し押さえとなる。10 ヶ月程度

で滞納がなくなるようにお願いしており、滞納の総額が大きい場合もあるなどと回答が

あった。本人に十分理解させられないまま差し押さえが行われているのではないかと指

摘した。 
滞納整理について、いろいろな税の中から、国保税を一番に考えている。家宅捜索、

預貯金調査など、生活再建に差し支えることはしない。 
以前は分納⇒生活見直し 携帯代より税。1 年分割など。 
本税より延滞金の方から支払いをしなければならない。 
資格証の人とは接触がない 
税を払わなくても医療にかかれるのはおかしい。払っている人に対して支払っている人

の気持ちを損なわないように。 
幡多租税機構に 3 市が一人ずつ派遣している。 

 
２．地域医療構想 

 
・病床機能報告を分析して、県が主導で調整会議で検討されるものと考えている。調整会

議の協議で、適切なニーズに対応できるのではないか。 
・「この数年で病床がどのように変化したか把握しているか？」との問いに、具体的にはつ

かんでいない回答だった。 
・地域医療構想の「調整」以前に、診療報酬改定で「もうもたない」という声をあげてい

る医療機関もある。地域の医療提供体制がどうなるか、市としても把握して対応してい

くべきだと要請した。 
 単純に減らすことはできない 
 地域全体での必要病床数は把握しない。在宅に向けての支援病院がどうしても必要。  

 
３．地域活性化 

 
・担当者の出席がなく、回答はなかった。 



土佐清水市（１０月１９日） 

 
【社保協】 医療生協・千頭、岡林、前田、前田、刈谷、鉄本、四万十診療所・樋口、 

市労連・坂下、福田、新婦人・谷、中村民商・橋崎、保険医協会・浜田 
【行 政】 磯脇副市長、市民課・中津、健康推進課・戎井、徳井福祉事務所長 
 
１．国保の問題 

 

・来年度の国保保険料については、県の所得水準などの係数が出るまで、まだわからない状況。

医療費の水準はあまり高くないので、あまり大きな納付金は示されないのではと思っている。 

・「『県単位化』になると、細かい対応ができなくなるのでは？」という質問に対して、「保険料の徴収

業務は市町村に残るので変わらないのではないか」という回答だった。 

・4000 万円弱の「繰り上げ準用」をしている状態。こうした状態を続けるのか、一般財源から繰り入

れるのか等を市として判断していかないといけない。 

・国の負担金の増額は求めていきたい。 

・住民説明会は考えておらず、広報で周知する予定。 

・保険料滞納者とは出来る限り面会をしており、生活再建を念頭に置いて、「払えない」方の相談に

のっている。 

・資格証の発行は 22 件、短期証は 93 件となっている。6～3 ケ月 

・介護保険料の滞納している方もいる。介護サービスが「全額自費」となることを防ぐよう細かい対応

をしている。 

 

２．域医療構想 

 
・「調整会議」で検討していくことになるが、まだ市町村ごと、医療機関ごとのの病床がど

うなるかの数字は示されていない。各病院へのヒアリングが行われ、どの病院も現在の

病床を維持したい考えが示されていると聞いている。 
・地域の医療機関が集まっての「多職種連携事業」の会議や「院長会議」等で、市として

も各病院の意向も聞いている。一定の病床は必要であり、各病院の意向が反映されるよ

うになればいいと考えている。 
・「『経過措置』はあるが、来年 4 月の段階で療養病床から『介医療院』に移るかどうかの

『意思決定』をしないといけなくなりはしないか？」という質問に対して、「そのような

ことはないと考えている」との答えで、そのようなことが起こらないように意見も上げ

てほしいと要請した。 
 
 



３．地域活性化 

 

・出産が 60 人、死亡が 260 人で、自然減を気にかけている。地場産業の活性化をめざしたい。 

・「子ども食堂」に関しては、NPO「きづなの家」で大人も含めた食事会を昨年から 3 回開いており、

さらに今年から月 1 回日曜日のモーニングサービスも行っている。市単独の補助などはしていな

い。 

1 きずなの家 2 下の加江 3 清水 
 
 

南国市（１０月２０日） 

 

【社保協】 入江博孝・山下功智・小澤幸次郎・小松希志子・村田敦子・  

前田かつこ・山﨑大弘・久保友香 

 

【行 政】 平山耕三(市長)・崎山雅子(市民課長)・島本佳枝(長寿)・高橋元和(保健)・

田所卓也(企画) 

 

回答メモ 

・30 年度から国保料金都道府県統一化になるが南国市民にはどう知らせるか。⇒広報で知らせる。

現在まだ一回だけ。 

 

･中間層の負担が大きいのではないか？⇒収入が 300 万～500 万の世帯が影響出やすい。国保

は東京では低く、高知では高い。格差をなくしたい。 

南国市は 10 人に４人は国保。 

 

・資格証明書を出さないようにしてもらいたい。そもそもお金がない人たちだから、結局重症化し 

保険料が上がってしまうから。 

 

・国保が支払えず病院に行けない人は、病院に行くのを我慢している。市の窓ロには行かないと思

うが・・・。⇒残念ながらそういった方は実態把握は難しい。 

 

・他県の例では市長が国保料滞納者に対し「よくぞなってくれた｡」という意識で取り 

組んでいる。要するに生活が苦しいという SOS を出しているという捉え方。 

 

・医療と介護については南国・香美・香南で連携している。 

 

・先進的な農業で移住者を呼び込む。 

 

・海洋堂と組んで観光に力を入れている。 

 

・南国市の人口のビジョンは平成 52 年 43000 人、平成 72 年 41500 人。 

大篠地域だけは子供がどんどん増えている｡南国市は家を建てるのも規制されている為、市とし

ては規制を緩めていきたいと思っている。（都市開発法上の問題）人口の流れが高知⇒南国⇒

香南となっている。香南は規制がない。どこでも建てられるから。 



香美市（１０月２０日） 

 

【社保協】 入江博孝・山下功智・小澤幸次郎，池上健夫・牧義信・牧昌子 

久保昭子・西山潤・山﨑大弘・久保友香…他 10名 計 20 名 

 

【行 政】 今田(副市長)、各課長？ 秋山(税務課)、高山(保健)、前田(介護)、 

川田(企画)、佐竹(福祉) 

 

回答メモ 

・悪質な滞納者に関しての線引きはあるか⇒資産調査をし市としてはまず相談をして、手紙を送

る。 

 

・現在香美市では子供食堂などがひろがっており、医療生協の香美支部も子供 0 円食堂をしてい

る。中には公民館を借りてやっているところもあり、そういうところは場所が借りられない時は営業

できない｡地域貢献している活動に対して市としても補助や協力して欲しい。⇒子供食堂の存在

は知っている。協力はしていきたいとは思っている。 

 

・香美市は学童保育が少ない。 

 

・香美市は後期高齢者になると集団健診に行けないという高知県でも唯一の市だが、個別健診に

行けということだが､かかりつけ病院のない人も多いので後期高齢者の集団健診について考えて

欲しい。⇒前向きに検討したい。 

 

・香美市は防災に関しては津波被害も少ないだろうし、教育面でも幼稚園～大学まである。非常に

住む場所としてはいい市だ。 

 

 

 

香南市（１０月２０日） 

 
【社保協】 入江博孝・山下功智・小澤幸次郎・片岡由美・竹内慶郎・前田佳奈 

新婦人の方・山﨑大弘・久保友香 

【行 政】 各課長 村山(市民課)、谷山(税務収納)、入野(学校)、山下(子ども)、 

西内(福祉)、島村(健康)、西内(企画)、宮崎(高齢) 

 

回答メモ 

 

・国保科について⇒県の考えには一定の理解はある。被保険者の税金に直接関係している為

注視している。被保険者数は減少している。保険者として被保険者の健康を考えている。 

 

･滞納者に対しては⇒複数回催促しているが何も回答がない場合やむを得ず資格証を渡 

している。面談などがあれば短期証を渡している。 

 

・差し押さえについては⇒滞納者の財務調査をする。わからない時には訪問調査をしているが、

本人の生活に支障が出ないようにしている。生活がままならない場合は生活保護をすすめて

いる。 



・住民説明会については⇒市の広報、ホームページでお知らせとなるかと思う。 

出来るだけ早く被保険者に伝えたい。 

説明会も過去には開いていたが、なかなか人は集まらないため、要望があれば開催してい

きたい。 

 

・子供食堂について⇒社協が６月に開始し 10 月までに子供 163 人、保護者 93 人が参加して

いる。こどもの貧困対策として情報収集は幼稚園や小学校、周囲の人にきく。 

保護者の就労支援がこどもの貧困の対策につながる。 

貧困の連鎖をなくしていきたい。保育や幼稚の場合は送迎時に情報が得られる。 

 

・地域医療構想⇒香南市での医療ニーズは把握できていない。 

 

・南海トラフについて⇒対策はハード、ソフトともにしている。 

 
 
安芸市（１０月２４日） 

 
【社保協】 山中・岡村・山﨑・岡林・井内・千光寺(医療生協)、川島・安芸(市議)、 

森東(民商)、細川(自治労連)、長澤(老問研) 、影山(新婦人) あと 2 人 
以上 14 名 

【行 政】 畠中龍雄(市民課課長)、三宮一仁(国保年金係長) 以上 2 名 
 
１．国保の問題 

 
・県単位化で基本的にはあまり変わらない。保険料が急に上がるときには県から貸し付け

が出る。けれども結局は返さないといけないので、保険料を上げることにつながる。保

険料は今のところ、医療費が上がるからと言って上げることはない。 
 一時肝炎の薬の関係で医療費が伸びた。3 億 4000 万円累積赤字がある。一般会計から 1
億円入れて 2 億 8000 万円になった。来年再来年と 1 億円ずつ入れていく予定。 

 国からちゃんとした補助金が出ないと無理。 
 国に対してはお願いではなくて要求としていくことが必要。 
 国保は基盤を担っている。そこは市長とも共有している。  
 特定健診の負担金について、安芸市と梼原のみ有料となっている。無料にならないか。 
⇒市民アンケートを取ったら、受けない理由に有料であることは関係がなかった。 
 無料にすれば受けるというものでもない。2 年目は負担金半額にしている。 
 日曜健診、夜間健診もやっている。受けない理由の一番は忙しいから。 
ヘルスアップや大腸がん検診を医療生協ではとりくんでいる。医療生協は利益のためで

はなく、地域住民の健康のためにやっている。 
 



２．地域医療構想 

 
・県が市町村に対していうことは、地域の実態を分かっていない。地域での医療体制が崩

壊してしまう。 
 急性期を減らされると困る。安芸病院の院長が主張。県も減らさないと回答、一定確保

できた。 
 室戸が看護師不足でベッド廃止。室戸の患者がわざわざ田野まできている。 
 高知市から派遣会社が看護師を 20 人ほど毎日運んでいる。 
 このままでは東部に誰も住まなくなる心配はある。 
 安芸市には看護学校をつくる予定あり。 
 
３．地域活性化 

 
どこもくいとどめるばかりだが、地域の働き方などの観点から改善すべき。 
 
 
奈半利町（１０月２４日） 

 
【社保協】 山中・岡村・山﨑・岡林(医療生協)、ホンダ(退婦教)、細川(自治労連) 
            以上 6 名 
【行 政】 齊藤一孝(町長)、井上明(住民福祉課課長) 以上 2 名 
 
１．国保の問題 

 
・国保へ一般財源から 2000～3000 万円ほど毎年繰入をしている。 

 国保税は資産割も入れている。割高になると思う。 

 国保だけでは限界が来ている。保険を一本化してやるしかないと思っている。 

 国がもっと出してくれればいいが。 

 特別養護老人ホーム愛光園がある。3000 万円の黒が出ているが、設備投資にお金がいる。

2000-3000 万円は残していかないとだめ。インフルエンザの管理をしっかりしていかないと入院と

かになり、すぐ赤字につながる。 

介護部門は正職員半分でやっている。 

 
２．地域活性化 

 
・マルナカのような大きな店舗が入ってきて、一時的には雇用もできるかも知れないが、そのお陰で



周りの小さい店はつぶれていっている。大きなテンポは儲からなくなると撤退してしまう。そのとき

には何も残らなくなる。最初からよく考えないといけないと思っている。 

 ふるさと納税で 20 億円あった。ゆずやゆず豚など開発が進んだ。みんないきいきとやっている。 

 

 
 
田野町（１０月２４日） 

 
【社保協】 山中・岡村・山﨑・岡林(医療生協)、手島(退婦教)、細川(自治労連) 
            以上 6 名 
【行 政】 藤田千香(健康福祉課課長)、山中大成(総務課課長補佐) 以上 2 名 
 
１．国保の問題 

 
・地域から保険料についてどうなるかといった声はないか? 今のところない。 

 今示されている県の試算は医療費が安いときの年度が入っているため、低めに出ていると思って

いる。最近は医療費が上がってきているので変わってくると思う。 

 30 年度の急激な値上がりは避けたいので柔軟に対応したいと思っている。 

 田野には悪質滞納者はいない。短期にしてもできるだけ顔を合せて渡している。 

 滞納者の状況などでは安芸の機構は配慮していると感じている。 

 大きい病院が近くにある分、住民は簡単に病院に行きがち。無駄なことではないが、週一から月

一に変えて生活習慣を見直すように、住民の健康に対する意識向上が医療費抑制につながる

と考えている。 

 田野は検診の受診率が低い。理由は毎日病院に行っているからとか、忙しいからなど。 

 被保険者が少ないので年度によって大きな手術をしたり人がいたり、透析があったりすればすぐ

医療費が上がる。見込みは難しい。 

 田舎ほど転倒が多い。 

 

・コミュニティーバスが 10 月から走っている。ますます歩かなくなるのではと弊害も危惧する。 

 ヘルスアップ 60 日を紹介すると関心を持ってくれました。 

 

 

安田町（１０月２４日） 

 
【社保協】 山中・岡村・山﨑・岡林(医療生協)、手島(退婦教)、細川(自治労連) 
            以上 6 名 



【行 政】 中川剛(地域創生課課長)、川渕一也(町民生活課課長) 以上 2 名 
※文書回答あり 
 
１．国保の問題 

 
・仮算定でいくらくらい税が上がるかは今やっているが、仮の数なので公表もしていない。 

 安田町は県の標準算定と万円の差が出ている。 

 この間協議会を開いて県と中芸との意見交換をしているが、他の自治体は意見があまり出ない。

安田町は他の中芸に比べて試算が高いので意見を言っている。 

 介護分で毎年赤字。 

 県は国に対して地方の所得など考慮してくれと要望をしている。 

 法定外繰入毎年している。今年は 1200 万円。これを止めると単純計算で一人 1 万円増える。 

 一般会計から出すとなると 1/3 が国保で残りの 2/3 の人から反発がある。 

 住民の中で国保世帯とそれ以外の世帯で対立するようなのはだめ。国保は性質上一番金がかか

るようになっている。 

 収納率は 98%台で高い。できるだけ短期証を渡さない、渡す前に何とかしたいと思っている。 

 減免措置について、安田町独自のものは設けていない。規定はあるが、運用していない。予算も

とっていない。 

 予防の視点について・・・医療費が上がってきているので、独自にヘルスアップ 60 日のような活動

をしていきたいが、体制ができていない。 

 成果がすぐに出ないためおろそかにされがち。 

 中芸の中でも安田が介護予防が一番不安。 

 サロンのようなものを作ったことがあるが、75 歳以上の集まりだからと 60 歳代の人が寄り付かなく

なった。 

 

・サロンや何らかの集まりを作ることが長い目で見て医療費抑制につながる。 

 介護予防で安芸に「わすれな草」という施設がある。利用者とボランティアの違いがわからないよう

な状態。ある意味理想的。ボランティア側が認知症になってきてもそういう場があるのはよいこと。 

 若い世代と高齢者世代を繋げるような場はあるか?今のところないです。防災では人は出ては来

てくれるが、交流にならない。 

  
 
室戸市（１０月２５日） 

【行  政】副市長、保険介護課長、市民課長、他１名 
【社保協】県労連２、生健会１、医療生協１、退婦教１、自治労連１、室戸市職労２ 
 



①国保の問題 

・最終的なものが示されるのは１月。室戸市は医療費が比較的高い。８月に県から出され

た試算では、やはり足りないとのことで、値上げもしないといけないと思う。それと並

行して、特定健診の受診率を上げ、医療費を抑えていく。 
・この間、保険料は引き上げずにやってきた。ピークで６億いじょうの赤字を生んだこと

もある。（現在は２億ぐらい） 
・法定外繰り入れが、特定の理由でなければ・・・というのが出なけらばやりやすい。議

会で通していただければ・・・。 
≪参加者≫ 

・国保は他の税と比較しても高い。 
・住民の中でも理解が必要。今は共済や社会保険の人もいつかは国保になる。 
・住民への周知はどうやって行くのか。何か準備はしているのか。 

⇒不可能ではないと思うが、時間的なところと具体的な内容がイメージわかないが、他

の自治体で何かやっているのか。 
・運営協議会などで説明が出来るのではないか。 
⇒議員説明会などで情報提供は出来るのではないか。 

 
②地域医療構想 

・地域医療は室戸市にとって大変重要な問題。 
・医療構想は室戸のような地域にはなかなか厳しい。 
 
③地域活性化 

・奨学金の事も今後考えていかなければならない。 
・人口ビジョンからも、人口流出を食い止めないといけないが、その自治体に医療を受け

る場がないといけない。それなのに病床数を減らすのはどういうことか。 
・医師の研修制度も充実させ、地域に医師が残るよう、県にも言ってほしい。 
・移住と転籍抑制に力を入れている。昨年移住促進室を配置。就業相談の資格を取らせて、

対策を取っている。 
・子育てしやすい自治体。 
・転出抑制は数字がつかみにくい。 
・今後は看護師対策。室戸市に住めば奨学金免除の制度を設計中。 
 
 
北川村（１０月２５日） 

 
【行  政】副村長、住民課長、住民課 



【社保協】県労連２、生健会１、医療生協１、退婦教１、自治労連１ 
 
①国保の問題 

・日本でも５本の指に入るほど１人あたりの医療費が高い。ただ、所得が低いので保険料

を上げようがない。数字がまだ示されていないので、何とも言えないが、激変緩和なし

で保険料が上がれば厳しい。 
・H２８年度は１１００万円の繰り入れをしている。 
・県には、自治体の現状を理解してもらって、擦り付け合いにならないように、県がしっ

かり面倒を見てもらいたい。県単位化になることで良くなる取り組みをしてもらいたい。 
・説明会を開く予定はない（住民が集まらない）。広報などには入れていけるのではないか。 
・県単位化によって、いくらの保険料になるかという試算はしていないが、村として２年

に１回税の試算をして、率の見直しを行っている。なので、今回の事で試算する必要は

ない。 
・県は３方式でやっているが、うちは４方式でやらないと保険料が上がってします。その

かわり、資産割りはお金を持ってないけど資産はあるという人がいるので、率を少なく

している。 
・α１になったら、かなり厳しいがなかなかそれを０．５とかにしてくれとは言いにくい。

東部地域は全体的に医療費が高いので、同じ思いを持っているのではないか。 
 
②地域医療構想 

・介護予防の「日本一の長寿村」を掲げて取り組んでいる。 
・今年からがん検診の無料化を始めたが、それでも５０％ぐらいの受診率。 
・健康パスポート 
・認知症の問題で、入るところがない。 
 
③地域活性化 

・今年の出生率は３人。 
・「村で食べていける産業」「暮らしていける環境」に取り組んでいる。それは、ゆずであ

り、１５歳までの教育である。 
・外から通ってくる人が多いので、住宅を増やしたい。 
・子育て世代の条件づくり 
・高校をとなれば、なかなか手の打ちようがない。複数の拠点があってもいいと思うが。 
 
 
 
 



芸西村（１０月２５日） 

 
【行  政】健康福祉課、総務課国保、総務課税 
【社保協】県労連２、生健会１、医療生協１、退婦教１、自治労連１、退教協２ 
 
①国保の問題 

・ちょうど９月議会で国保について議員から質問があったので回答した。県が示す保険料

との乖離があった場合には、繰り入れをしながら払ってもらえる金額にしていく。県に

データを送って、県が計算をしている。 
・健診率は昨年より４％ぐらい（速報４４％）上がっている。 

⇒国保は高い。年金は上がらないのに国保は上がっている。 
・年齢構造上どうしても医療費が上がるのは仕方がない。首長にもそういった声は届いて

いる。 
・昨年の繰り入れは５０００万、その前は８０００万で頭部の自治体の中でも多い。 
・来月議員向けに研修会があり、そのあたりに運営委員会をしたい。議員については、全

員というかある程度精査して説明をする。 
・３方式か４方式かについては、まで試算していない。周りを見ながら現実的なのかも含

めて議論しないといけないと思う。 
・滞納整理についての考え方は、生活再建を目指し機構と福祉課、社協とも協力してやっ

ていく。 
 
②地域医療構想について 

・まだ議論の入り口かなという感じ。重度の人を家で見れるのかなという思い。 
・全体として減らすものだが、必要なところには支援ができるようにならないと。 
・まだ民間の病院とは議論していない。 
 
③地域活性化 

・毎年２０人ぐらいの子供は生まれている。 
・人口ビジョンの柱は、「子育て支援」。子どもを産んだり育てたりしやすい政策を進めて

いる。 
・今年４月から高校生の医療費無償を始めた。 
≪参加者≫ 

・農家の収入が下がっている。買いたたかれている。それでも数は多く作らないといけな

い。 
 
 



高知市（１０月２７日） 

 
【社保協】 田口・牧(県労連)、浜田(社保協・保険医協会)、入江(高商連)、小澤(年金者組

合)、山下(福祉保育労)、岡村・秦泉寺・南・宮本・渡辺(医療生協)、浜口(市
議)、山岡・棚野(新婦人)、田中、宮本、  以上 16 名 

【行 政】 健康福祉部(田中・西川)、保険医療課(宮本)、石黒(    )、田口(高齢者支援課)、
中江(こどもと貧困の窓口)、坂田(福祉管理課) 

 
１．国保の問題 

 
・高知市の一人当たり医療費は 40 万円と高い水準。 

 納付は６月からで 10 期 

 国保運営協議会次回は 11 月(納付金が決まった段階で開催予定) 

  議員への全員説明会はまだ未開催。 

 住民説明会は用意していない。 

 ３月議会で条例や保険料等を決定した後に、3～6 月の期間に住民にお知らせや説明をしてほし

いとの要望には、今のところホームページや公報での周知を考えているとのこと。 

 法定外繰入は今まで通りやっていくと表明。 

 国保は構造的矛盾があるとの認識を示した。 

 市長から制度改正に伴う 1700 億円について増額を国へあげてほしいと要望。今までもしてきて

おり、なお努力するとの回答。 

 収納率 91%で滞納世帯多い。とりたてに走らず、その人の生活再建を第一に考えて対応して欲し

い、と要望。これに対しては、そのように心がけ、福祉や社協につないでいる。 

 失業などで資格喪失後、国保に切り替えができずにいた人が窓口に行くと、2 年分まとめて支払

うように言われる。それは支払えないと思い、取得をあきらめた人もいると指摘。 

 分納等丁寧な対応して欲しい。話を聞けば福祉課につながるだろうという例はある。 

来所者が困って窓口に行きにくい気持ちでようよう来ていることをわかってほしい。 

 過去の滞納がなければその場で交付をしてほしいと要望。 

 国保課と福祉課で内部での協力体制がとれないか、検討課題にしてほしい。⇒個人情報の壁や

業務体制などあり無難しい。 

 被用者保険から外れると住民税の徴収が止まる。この時に何らかのアプローチができないか?と

提起した。 

 滞納を市民の SOS ととらえる、市民を信じていないといけないと指摘した。 

 
 
 



２．地域医療構想 

 
・家族の介護力が低下。病院が受け皿になってきたのではないかと提起した。 
 「入退院時ひきつぎルール」市が作成し、7 月から運用している。これまではケアマネの

情報が届いていない実態がしばしばあった。 
 昨年 7 月に在宅介護推進委員会がスタート。年 2 回開催。構成は 20 名。 
 医療計画は県が進めることになっている。 
 高知市は他の圏域の受け皿にもなっている。ドクターヘリが活躍している。 
 出前講座を実施している。4 月～7 回くらい実施で 70 名が参加との回答があった。 
 
３．地域活性化 

 
・地方創生の費用、オールジャパンで 1000 億円 
 住民に人口減少の問題意識を持ってもらうことが大事ではないか。 
 価値観の転換が必要。いい大学→大きい会社⇒大都市に流出していく。 
 こども食堂について、保健所のハードルがクリアできていない。県と市の保健所のすり

あわせをしてほしいと要望した。 
 相談センターへの相談件数 617 件／年、うち市から 47 件、617 件のうち生保 243 件。 

20 代 30 代の相談が増加してきている。全体では 40 代以上の相談が 77%を占めていると

の回答があった。 
 
 
高知県（１０月２７日） 

 
【社保協】 田口(県労連)、浜田(社保協・保険医協会)、入江(高商連)、小澤(高運連)、山下 

(福祉保育労)、岡村・塩田・高橋・久保田・松本・秦泉寺・藤原・池田・千

葉・南・宮本・渡辺・有安・●(医療生協)、筒井(自治労連)、浜口(市議)、米

田(県議)、岡田(共産党)、彼末(国民大運動)、山岡・棚野(新婦人)、田中、退

婦協、谷、(新婦人)、千頭(生協病院職員) 前田(市議)  以上 28 名 
【行 政】  川内・濱田(高知県健康政策部医療政策課)、沢田、細川、隅田(国保課) 

以上 5 名 
 
１．国保の問題 

 
・現時点では 27－28 年度の医療費を考慮して、29 年度給付費に対する納付金の試算を示

しているところ。 



県としては医療費水準を納付金に反映させるα=1 と決めた（全額反映させる）と回答。 
説明責任は市町村にある。 
今と比べて 101%までとすることにした。自然増は別枠、そのまま反映する。 
標準保険料率は 3 方式。 
1%をいつまでやるか、国は基金は 6 年間としている。 
応能負担を原則との要望は、制度の決まりとして応能・応益の両方を用いることとなっ

ている。以上県が回答した。 
国からの支援が 3400 億円では厳しいのでは。持続可能な制度になるように、全国知事会

でも取り上げて国へ要望してほしいと要望。引き続き要望すると回答。 
国保の運営指針についてのパブコメは 1 団体から 8 項目のみ。(保険医協会) 
収納率確保向上については、生活再建型を中心に対応して欲しいと要望した。  
 

２．地域医療構想 

 
・県としては医療費削減が目標ではない。 
 県は 4 つに医療圏を分けているが、それぞれに完結させるのは無理ではないか。トータ

ルに対応しないと支えきれない。室戸は大変な状況になっていると指摘。 
 安芸保健所と室戸市で協議会をつくり、いろんなパターンを考えている。県が助言をす

る。 
 安芸病院のサテライトはない。 
 30 分以内が無理なところはどう整理しているか?⇒同じ報酬ではやっていけない。県が補

助金を出す、と回答。 
 
 医師の求人対策について。ハローワークが機能していない。有料事業者が紹介して、す

ぐにやめていったりしている。紹介料等に診療報酬が持っていかれているとの県の見解。 
 
 
 


