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日時  ２０１８年６月２３日（土） 

             １４：００～ 

場所  高知県立大学 

永国寺キャンパス１Ｆ１０６号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知県社会保障推進協議会（県社保協） 
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１．活動日誌 

 

２０１７年 

６月 03 日（土）  県社保協１７年度総会（２８人） 

６月 29 日（木）  第１回事務局会議 

７月 26 日（水）  第２回事務局会議（６人） 

７月 30 日（日）  「地域医療計画についてのパネルディスカッション」 （高知保険医協会主催） 

８月 02 日（水）  国民大運動世話人団体会議（地域医療構想学習会:医療政策課松岡哲也課長補

佐） 

８月 15 日（火）  「２５条集会」（８０人：丸ノ内緑地） 

８月 17 日（木）  高知県最低賃金２２円の引き上げ答申（715 円⇒737 円。全国平均 25 円引き上げ

加重平均で 848 円。 

８月 23 日（水）  第３回事務局会議（１０人。国保問題学習会、講師：岡田和人さん） 

９月 07 日（木）  第１回運営委員会 

９月 27 日（水）  第４回事務局会議 

9 月 28 日臨時国会冒頭解散、１０月１０日公示、２２投開票 

10 月 5 日(木)  事前学習・四万十 四万十診療所（講師：岡田和人氏） 

10 月 12 日（木） 「国保の県単位化について」学習会（主催：国民大運動。講師：県国保指導課細川

博史チーフ、伊東課長） 

10 月 12 日（木） 事前学習・高知市（講師：岡村多美氏） 

10 月 16 日（月） 事前学習・高岡教育会館（講師：田口朝光氏） 

10 月 16 日（月） 事前学習・香美郡教育会館（講師：岡田和人氏） 

10 月 24、25 日、27 日 県社保協・キャラバン 

10 月 27 日（水）  第４回事務局会議 

１１月 1 日 特別国会開会（～１２月９日・３９日間） 

11 月 22 日（水）  第５回事務局会議 

 

２０１８年 

1 月 24 日（水）  第６回事務局会議 

2 月 28 日（水）  第７回事務局会議（７人。医療保険学習会、講師：岡村多美さん） 

3 月 28 日（水）  第８回事務局会議 

4 月 18 日（水）  第９回事務局会議 

５月 1６日（水）  第 10 回事務局会議 

６月 ６日（水）  第２回運営委員会 
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２．1 年間の活動総括 

 

（１）会議 

 原則月１回（運営委員会のある月を除き）、事務局会議を開催し、情勢の交流と取り組みの意思統

一を行いました。また、情勢の交流だけではなく、ミニ学習会（国保、医療保険の 2 回）も行いました。 

また、キャラバンの準備、実施も役割分担をして行いました。 

集団的な運営体制が前進しました。 

 

（２）くらしと医療を守るキャラバン行動 

 
①2015 年、2016 年と実施できていませんでしたが、3 年ぶりに実施することが出来ました。 

事前学習会を四万十市、須崎市、高知市、香美市の 4 カ所で行いました。また、国民大運動主催

で地域医療構想と国保の県単位化問題で県の担当課を講師に学習会を開催しました。 

また、地域の医療、福祉、介護、更には地域関連の指標を網羅した資料集を作りました。そのうち

から医療、福祉、介護関係の資料を抜出キャラバン用の簡易の資料集を作成しました。 

 
②今回は、体制の問題もあり、全市町村ではなく、２２自治体（県含む）に絞り、1 日 1 コースで行いま

した。 

要求内容は、①国保の県単位化問題、②地域医療構想問題、③人口ビジョン・総合計画など地

域の振興問題に絞りました。 

国保の県単位化問題では県の国保指導課との間で、国保には構造的問題が存在し、その解決の

ためには政府の公的補助の拡大が必要という点で認識を一致させました。 

その上で、県単位化で急激な保険料の上昇につながらないような措置を求め、県としては激変緩

和措置を取り、１％以内に収める、また、国の制度の 5 年間だけではなく現時点では、期間を定めて

いないとの回答を引き出しました。 

各自治体に対しては、県の国保指導課を講師とした勉強会の成果も活かし、国保料の平均額の

激変緩和と同時に、４方式から３方式になることに伴う個々の被保険者についての激変緩和措置も

求めました。 

また県は、「収納確保対策」として、差押え 1 件当たり 1 万 5 千円の交付金加算措置を見直すと明

言、その後廃止しました。 

各自治体に対しては、生活や営業に影響を与える収納確保対策や差押えはやらないよう強く求

め、滋賀県の野洲市の例も出し、福祉などの関連部門とも連携した「生活再建型」を目指すよう求め

ました。 

各自治体との話し合いでは、同じような認識で「生活再建型」の収納対策を行っているとの回答を

得ましたが、国保指導課との話し合いではその実態があまりないということが判明し、国保指導課に

収納部門と福祉部門の連携がどうなっているのか、収納の現場の実態はどうなっているかのアンケ

ート調査を実施することを約束させました。 
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地域医療構想問題では、療養病床の削減ありきで、「医療難民」「介護難民」を出すことにならな

いよう強く求めました。県側からは掲げた数値は「指標」であり、削減目標ではないとの回答を引き出

しました。 

また、これまでの地域保健医療計画での圏域ごとの独立した医療提供という考え方には、限界も

あることを指摘し、特に 4 つの圏域ごとの病床数算定では、各市町村ごとの医療事情を汲みつくせな

いし、各自治体における医療の空白は防げないという点での共通認識を築きました。 

室戸市など自治体訪問で得た地域の実情をぶつけ、県レベルでの公立・民間含めた医師確保対

策等の必要性を訴え、共通認識化できました。 

人口減問題では、各自治体で深刻な状況が出され、率直な意見交換を行いました。共通して出さ

れたのは、産業振興、働く場の確保、子育て等の生活環境（条件）の整備と同時に、教育の重要性

が指摘されました。０歳から１５歳の一貫教育の話しも出されましたが、共通して小さいころからの地

域を知る、地域の産業や企業について知ることの大切さが語られました。 

高度経済成長時期にすりこまれた価値観の呪縛からの

「解放」、「価値転換」について積極的に提起をし、意見交

換をしました。 

 

 

３．情勢の特徴 

 

（１）全国情勢 

 
①社会保障を切り捨てと道理のない消費税増税 

安倍首相は、「教育無償化」「幼児教育・保育無償化」

を理由に、社会保障費に全額を回すなどとして、２０１９年

１０月から消費税率を１０％に引き上げると明言しています。

８％への引き上げ時も、「引き上げ分は全額社会保障に

回す」としていましたが、実際は大企業や富裕層への減税

と、軍事費や大型開発費などに充てられています。 

社会保障制度を「高齢者中心から全世代型へ」転換す

るとしながら実際には、全世代への負担増・給付減を行っ

ています。 

２０１６年から１８年の３年間、社会保障の自然増を５００

０億円に抑え込み、総額で４４００億円削減しました。医療

費負担、介護サービス利用料の値上げ、「軽度者」向けサ

ービスの介護保険給付外し、年金改悪、生活保護費の削

減などで国民が受けた負担増と給付減は、５年間で総額

６兆５千億円に達します。 
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教育費についても、日本は教育への公的支出の国内総生産（GDP）に占める割合が、経済協力

開発機構（OECD）加盟国で最下位で、安倍自公政権下で６００億円も削られています。 

「社会保障の充実」は看板だけで、消費税は所得の低い家庭ほど負担が重いもっとも不公平な税

制です。子育て世代はいっそう苦しくなるだけです。１０％増税は何としても食い止めなければなりま

せん。 

  

②２０１８年度予算案～防衛費６年連続増で過去最高に  

安倍政権は、９７兆７１２８億円に上る２０１８年度一般会計予算を与党のみで成立させました。第２

次政権後、防衛費の異常な突出ぶりと、国民の暮らしを支える社会保障費を容赦なく抑え込む姿勢

がますます際立っています。 

毎年増額を続けてきた軍事費は５兆１９１１億円と過去最大を更新しました。問題なのは額だけで

はなく、その装備品の中味です。敵基地攻撃ができる最大射程１０００キロとも言われる長射程巡航ミ

サイル、地上配備型の弾道弾迎撃ミサイル「イージス・アショア」の購入、護衛艦「いずも」の空母化検

討など集団的自衛権行使のための装備増強が図られています。 

また、大企業向けの新たな減税措置も進められ、国民生活を置き去りにして大企業優遇の安倍暴

走政治を加速させています。 

 

③社会保障費削減のための２０１８診療・介護報酬同時改定 

社会保障費の自然増は、高齢者の増加や医療技術の進歩などで増えていくものであり、この圧縮

は医療と介護の現場にゆがみと困難をもたらしています。 

１８年度は医療・介護の報酬改定が同時に行われ、障害者福祉の報酬改定も重なり「トリプル改

定」の大きな節目の年と位置づけられています。 

財務省は、薬価部分を除く医療の診療報酬、介護報酬の「マイナス改定」を狙ったものの、現場か

ら厳しい批判と報酬引き上げ・改善を求める世論と運動の広がりの下で、いずれも若干のプラスとな

りました。 

しかし、地域包括ケア（医療・介護提供体制再編）や「自立支援」の推進など２０２５年に向けた政

府の政策に強く誘導するものとなっており、介護の基本報酬の大幅引き下げなど重大な改悪も盛り

込まれています。 

この間の社会保障削減でもたらされた医療機関や介護施設の困難などを本格的に打開するには

極めて不十分で、給付削減や患者負担増をもたらすものとなっています。 

  

④２０１８年度も引き続き検討、具体化される負担増・給付削減 

２０１８年度は、経済財政諮問会議「経済・財政再生計画」の改革集中期間の最終年度となります。

そのため、２０１８年度末までに、(１)７５歳以上の窓口負担の原則２割化、(２)薬剤の自己負担引き上

げ、(３)かかりつけ医普及を理由とした受診時定額負担、(４)金融資産等の保有状況に応じた医療・

介護の負担増（老後のたくわえが「資産」とみなされ、大幅負担増に）などについて、厚労省・社会保

障審議会医療保険部会などの関係審議会で検討されることになります。 

更に財務省は、４月２５日「医療保険の給付率を自動的に調整する仕組みの導入」を提案しました。
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これは、医療費が伸びた場合、保険料の引き上げ抑制を口実に、公費の拡充は不問にしながら、も

っぱら患者負担増のみで対応するというものです。年金の「マクロスライド制」の医療版とも言えるもの

です。６月にもまとめられる「骨太方針２０１８」（国の経済財政運営の指針）への反映をめざすとして

います。この「具体的な計画」で、さらなる社会保障の削減が進められる可能性があります。 

現在無料となっているケアプラン（介護計画、平均 1 人月 1 万 4 千円）について、政府は利用者の

自己負担を導入する方向を打ち出しています。 

 

⑤医療・介護提供体制の再編「合理化」 

「地域医療構想」をめぐる動きは、地域医療構想区域ごとに開催されている「地域医療構想調整

会議（以下、調整会議）」に移っています。今後、調整会議で公立病院や公的病院（場合によっては

民間病院も）が作成した「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を検討することが

求められています。また、「骨太方針２０１７」や「経済・財政再生計画 改革工程表２０１７改訂版」で、

個別の病院名や転換する病床数等が明記される「具体的対応方針」の策定に向けて、２年間の集中

的な検討が求められています。 

厚労省「医療計画等の見直しに関する検討会」では１月２２日に地域医療構想区域で既存病床数

が将来の必要病床数を上回っている場合に、医療機関の新規開設や増床ができないようにするた

めに都道府県知事の権限を強化することが提案されました。今後、開会中の通常国会でその点を盛

り込んだ医療法「改正」法案を提出する予定です。 

新たな介護施設類型として「介護医療院」の創設が盛り込まれ、2017 年度末で廃止とされていた

従来の介護療養病床(６年の延長の経過措置が認められた)、及び看護職員配置 20 対 1 の医療療

養病床(2 年延長の経過措置)の受け皿として、2018 年度からの新サービスとして創設されました。 

 

⑥「我が事・丸ごと」地域共生社会 

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン（2015 年 9 月）、「我が事・丸ごと地域共生社会実現」

本部の発足（2016 年 7 月）、社会福祉法人制度改革（2016 年 3 月）など、共助型地域づくりの動きが

急速に進められています。ニーズの多様化、複雑化への対応は、行政だけでは無理として、支え・支

えられる地域づくり、社会福祉法人の社会貢献活動などで対応する方向を打ち出しています。 

この政策は、高齢者・子どもなどの福祉と医療を地域単位で一元化し、「地域包括ケア」をめざす

としていますが、ねらいは公的責任を後退させ、地域での支援サービスの縮小と質の低下であり、地

域格差の拡大をもたらすものであり、住民の「互助」の推進です。福祉も介護も、再び家族責任・家

族依存の時代に戻してしまおうとするものです。 

2017 年の介護保険法改悪、2018 年及び 2021 年の介護・障害福祉の報酬改定、さらに、2018 年

に予定される生活困窮者支援制度の見直しに向けて、横断的に幅広く検討を行うとしています。社

会福祉法や障害者総合支援法を改定し、障害・福祉施設が介護サービスも提供できるよう基準緩和

します。「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現の名目で、福祉の公的責任を放棄するものです。 

 

⑦国民健康保険財政の市町村から都道府県への移行（都道府県単位化） 

国保の財政運営が 2018 年度から都道府県に移されました。都道府県は、市町村とともに国民健
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康保険を管理・運営します。都道府県が国保運営方針を定め、財政運営に責任を持つことになり、

医療費および提供体制のコントロールにつながる懸念があります。 

都道府県は、全国ルールで算出される標準的な算定方式に基づいて、市町村ごとの標準保険料

率（県内統一保険料率を検討する自治体もあり）を算定・公表します。市町村は、都道府県が示す標

準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づいて保険料率を定め、

国保料（税）を賦課・徴収し、納付金を納めます。 

都道府県が定める市町村の国保料（税）は、法定外繰り入れ等を考慮しておらず、現在の保険料

よりも高くなることが予想されます。また、年齢調整後の医療費が高い市町村は国保料（税）が高くな

ります。 

国は、都道府県・市町村が求める国保の構造的赤字解消に向け、毎年、公費３４００億円を投入

（市町村の法定外繰り入れ額は３９００億円）します。低所得者数に応じた公費投入１７００億円、保険

者努力支援制度等に１７００億円となっています。 

保険料の引き上げが懸念される中、厚労省は、解消するとした法定外繰り入れを「可能」と言い出

しましたが、市町村に通知等で周知徹底している訳でもなく、保険料を高騰させる仕組みについて

はそのままで修正もなされていません。国保料（税）が高すぎるという実態はそのままです。 

厚労省が発表した納付金から推計した４月１日以降の保険料は、４３％の自治体で引き上げとなる

可能性があります（北海道、宮城県除く）。高知県内で上がる可能性があるのは、１０自治体となって

います（高知新聞２０１８年３月３１日）。 

また、国保運営方針に「国保は相互扶助制度」とした記述を盛り込む自治体が相次いでいます。

「国保は社会保障制度」であることの自治体への申し入れ、地域住民への呼びかけを強める必要が

あります。 

 

⑧後期高齢者保険制度～保険料軽減特例措置の継続を 

後期高齢者医療制度の施行に当たって、激変緩和の観点から、世帯所得に応じた保険料の軽減

特例措置が設けられ、保険料のうち均等割については９割まで、所得割については５割軽減すること

とし、国の毎年度の予算措置が講じられてきました。 

ところが、２０１７年度から低所得者の特例軽減が段階的に廃止されています。その影響もあり、２０

１８年４月からの保険料は、高知県を含む３６道府県で引き上げとなっています。 

 

⑨生存権を脅かす生活保護への攻撃 

２０１７年１月、生活保護利用者は約２１４万人（厚労省「被保護調査」）、約１６４万世帯、対前年同

月比で約６０００世帯増加しています。２０１８年度に生活保護費（保護基準）の見直しが予定されて

います。 

生活扶助を最大５％段階的にカットし一人親家庭を対象にした「母子」加算も減額し、３年間で１６

０億円も削るとしています。 

「社会保障制度改革推進法」（２０１２年８月成立）は、日本国憲法にもとづく「国民に対する生存権

保障と国の社会保障責任」を否定し、社会保障は「自助、共助、公助の組み合わせ」、「家族相互及

び国民の助け合いの仕組み」とされました。 
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神奈川県小田原市での生活保護担当職員による生保バッシング（生保ジャンパー事件）に、「自

己責任論」が蔓延している実態がうかがえます。捕捉率約 2 割という不十分な制度に押さえつけてい

ることには触れず、不正受給を強調し自己責任論をまき散らす政府の施策にこそ問題があります。 

 

⑩減らされ続ける年金 

2016 年秋の臨時国会で会期を延長して、TPP 批准・関連法やカジノ法案等とともに年金カット法

案を強行可決しました。高齢者の平均余命の伸びと現役人口の減少を理由に、今後 30 年間年金を

下げ続けるというマクロ経済スライド実施の上に、物価と賃金の低い方に合わせて際限なく年金カット

する新たな仕組みの改悪です。 

年金受給者の実態は月 10 万円以下が約 4 割で、そのためにやむなく働かざるを得ない高齢者は

先進諸国の中でも多くなっています。また、政府は支給開始を選択制で 70 歳まで引き上げることが

できる制度について、75 歳までの拡大を検討する考えを示しています。 

国民年金は 40年納入しても月額 6 万 5 千円という低すぎる年金額こそ最大の問題です。政府は、

国民の財産である年金積立金を、株の購入に充て株価をつり上げています。公的年金を運用する

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がリスクある投機に利用することは許されません。あわせ

て、年金保険料の負担引き上げ・滞納差押も生活に直結する大きな問題になっています。 

社会保障の充実を図り、最低年金制度の設立が急務です。 

更に、年金積立金の運用比率を株式偏重に変更し、運用損失の責任を認めないまま、「年金カッ

ト法」強行後、所得が一定額を超える高齢者の一部支給停止、支給開始年齢（65 歳）のさらなる引き

上げ、年金課税強化などがねらわれています。 

また、日本年金機構が障害基礎年金の受給者約１０００人余りに対し、障害の程度が軽いと判断し

て支給打ち切りの可能性を通知し、不安を広げる事例も生じています。 

 

⑪非正規雇用の増大と働く貧困層の増大～「働き方改革」関連法案 

総務省の「労働力調査詳細集計」によると、２０１２年から１６年の４年間で増えた正規雇用者は２２

万人、非正規雇用者は２０７万人で、非正規雇用の増加幅は正規雇用の９倍以上です。圧倒的に非

正規雇用の増加が就業者数を押し上げています。 

国税庁が発表した２０１６年民間給与実態統計調査によると、年収２００万円以下のワーキングプア

（働く貧困層）は１１３２．３万人と、前年から１．５万人増加しました。ワーキングプアが１１００万人を超

えるのは 4 年連続です。一方、２５００万円超（区分最上位）の給与所得者は２年連続で増加し１２万

人となり、格差拡大が顕著になっています。 

安倍政権のすすめる「働き方改革」関連法案の本質は、「世界で一番企業が活躍しやすい国」作

り推進のため、労働者保護規定や働くルールを取り除くことにあります。 

また、安倍首相がアベノミクス新 3 本の矢として打ち出した「待機児ゼロ」「介護離職ゼロ」はすでに

破たんしています。１７年度末までの達成目標を掲げた保育所待機児をなくす政策は、３年先延ばし

にされて２０２０年の解消を目指すと修正されました。保育士の劣悪な処遇改善も不十分であり、保

育士が不足して子どもの受け入れ人数を制限せざるを得ない事態が生まれています。 

さらに、介護士・ヘルパーの低賃金が解消されない中で、ヘルパーを確保できないために倒産す
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る事業所は２０１７年過去最大数となっています。日本医労連の調査では、介護施設職員は９割の施

設で１６時間の長時間夜勤となっており、夜勤回数も定められず、1 人夜勤も可能とされている実態

が明らかにされました。利用者の安全性の点からも介護労働者の労働条件を改善することは急務で

す。 

 
（２）県内情勢   

 

 尾﨑県政は、「日本一の長寿県構想」を政策の柱に据えていますが、医療保険の保険料、窓口負

担は限界に来ており、医療費、病床削減、介護サービスの切り捨ての政府方針の中で、地域医療

や介護を守り、貧困をなくして行くかが県政の大きな課題となっています。 

 

①国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の人口推計によると、２０４５年の高知県の人口は現在

と比べ３１．６％減の４９万８千人となり、５０万人を割り込みます。室戸市、東洋町、安田町、大豊町、

仁淀川町、大月町、大川村の７市町村で６０％以上減少します。 

６５歳以上の高齢化人口は、２０２５年に減少に転じるものの、６５歳以上の高齢化率は４５年には４

２．７％に達します。１９市町村で５０％を超えます。また、７５歳以上の人口比率も２５．７％と推計され

ています。 

県が作成した「人口ビジョン」では、２０６０年の人口を５５万７千人としており、その乖離は大きいも

のがあります。 

 

②２０１５年度の生活保護率は全国が 17.0（パーミル）なのに対して高知県は 28.0（市部 30.2、郡部

17.2）と全国 3 番目の高率となっています（生活保護統計年報。大阪、北海道、高知、沖縄の順）。 

 

③２０１５年度の就学援助率（要保護・準要保護）は小学校で 23.76％、中学校で 29.32％となってい

ます。全国平均は 14.21％、17.26％となっており、いずれも全国一位となっています（就学援助実施

状況等調査結果）。 

 

④２０１５年度の国民健康保険料（税）の収納率（調定額で算出）は、前年度 92.92％（15 位）であった

ものが 93.36％全国 12 位（全国平均は 91.45％）となっています。 

２０１６年 6 月 1 日現在の滞納世帯割合も 10.8％と全国平均 15.9％より低くなっています（低い方

から 6 位）。但し、短期証の発行割合（全世帯比）は 6.2％で全国平均 5.0％よりも高くなっています。

また、資格書の発行割合も 2.0％で全国平均の 1.0％よりも高くなっています。 

２０１４年度の国保料（税）滞納世帯に対する差押え件数の比率を見ると 21.1％で群馬県、佐賀県

に次いで全国 3 位となっています。差押え金額は 7 億 7156 万円、1 件当たりの金額は 24 万 4087

円となっています。 

収納率向上の裏に厳しい制裁措置や収納対策の強化が伺われます。 

また、本年４月から国保の運営が県単位化されました。その結果、３分の１の自治体では保険料

（税）が下がり、３分の１の自治体では現行水準となったものの３分の１の自治体では引き上げとなりま
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した（３月議会提案の平均調定額で）。高くて払えない世帯が増えることが、懸念されます。 

 

⑤２０１６年の人口 10 万人当りの自殺者数は 18.72 人で全国平均の 18.01 人を上回る全国 18 位と

なっています（２０１５年は全国 46 位と改善しましたが、それ以前は 10 位前後で推移していました）。 

 

⑥第７期（18 年～20 年度）の介護保険料の県平均は、５６９１円で第６期と比べ 285 円の引き上げと

なる見通しです。２４市町村と中芸広域連合で引き上げとなり、6000 円以上の１１自治体になる見通

しです。 

 

⑦後期高齢者医療制度の保険料（２０１８年度、１９年度分）は、高知県をはじめとする３６道府県で引

き上げとなりました。高知県は、月額５３６８円で 3．0％の引き上げです。全国平均の５８５７円より低い

ものの全国２０番目の高さとなっています。高知県の標準的な厚生年金受給者の月額保険料は

5592 円で全国一高くなっています。ちなみに平均は 4449 円となっています。 

 

⑧高知県が２０１６年１2 月にまとめた「地域医療構想」によると２０２５年（Ｈ３７年）の必要病床数は２０

１５年比で 3881 床「過剰」となり、全国有数の削減率となります。県は削減目標ではなく「指標」だとし

ていますが、地域医療をどう確保するのか大きな課題となります。 

 

 

４．要求課題 

 

①「社会保障制度改革推進法」（２０１２年８月成立）、「（経済財政諮問会議）骨太の方針 2015」の社会保

障「改革工程表」の撤回。自然増経費の削減の中止。社会保障予算の大幅な増額。診療報酬、介護

報酬の大幅引き上げ。医療、介護労働者の処遇改善。 

②後期高齢者医療制度の即時廃止。保険料軽減特例の復活。窓口負担の原則１割から２割への引き上

げ反対。窓口負担の無料化。７０歳以上の窓口負担の現役並み所得者の３割負担の撤回。 

③介護保険の一定所得以上の窓口負担の２割（年収２８０万円以上）から３割（年収３４０万円以上、2018

年 8 月予定）への引き上げ反対。原則 2 割負担反対。介護報酬改悪による軽度者（要介護１，２）の生

活援助サービスの回数制限などの中止。 

④国保運営の県単位化に伴う保険料の引き上げ反対。高い国保料の引き下げ(国庫負担の増額、法定

外繰り入れは自治体の裁量に任せること。子どもに係る保険料・均等割額の軽減)。保険証の無条件交

付、窓口での留め置きの中止、短期保険証、資格証の発行中止。国保法４４条による医療費減免制度

の改善（ハードルを低くし使える制度にせよ）、制度の周知と適用拡大。同 77 条による保険料減免の実

施。生活と営業を脅かす保険料滞納者への「差押え」の中止。徴収部門と福祉部門との連携による

生活再建への支援策を講じること。建設国保（窓口負担は市町村国保と同じ。但し、傷病手当金・出

産手当金あり）を守ること。 

⑤生活扶助、「母子加算」の削減など生活保護の改悪反対、憲法 25 条を保障する制度へ（「生活保障
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法」へ。日弁連）。老齢加算の復活。生活保護水準以下の世帯の制度適用。窓口での「水際作戦」を

やめ、住民の立場に立った業務になるよう改善すること。 

   住宅担当部門とも連携し、住居の確保を進めること。真の「自立」につながるよう関連部門との総合的

な施策を進めること。 

⑥「買い物難民（弱者）」の解消（スーパーへの送迎、自治体、NPO、スーパー・コンビニ等が連携したミニ

販売所、「移動スーパー」、宅配サービス・・・）。 

⑦消費税によらない全額国庫負担による最低保障年金制度の確立（現在の無年金・低年金者にも適用）。

マクロ経済スライドを廃止し、「年金カット法」の年金額改定の新ルールは実施しないこと。年金は毎月

支給とすること。年金の支給開始年齢引き上げや保険料の納付義務期間延長、課税強化などは行わ

ないこと。また、年金の受給資格期間（2017 年 8 月から 10 年に変更）については更なる短縮措置を行

なうこと。「消えた年金」については、最後の一人まで解明すること。大量の未解明を残したままの幕引

きは行わないこと。年金事務の外部委託はやめ、厳正な管理体制を確立すること。 

⑧子どもの貧困問題の解消：親が無保険の場合の子どもの無保険の完全解消。こどもの医療費の無料

化の拡大-県の施策として中学校卒業まで、各自治体の施策として高校卒業まで。 

小・中の就学援助制度の拡充-新入生学用品費の入学前支給、学費負担の軽減。高校生等奨学給付

金制度の周知徹底と申請漏れの解消。中学校までの直営・自校方式での給食完全実施と無料化、

「子ども食堂」への補助の拡充・改善。帯屋町への場所の確保。子どもの貧困問題解消のためのシ

ンポジウムの開催。 

⑨保育の新システム導入反対。公的保育を守れ。保育所の統廃合、民間委託反対。保育所への入所待

ちの解消。 

⑩妊婦検診・こどもの医療費・ワクチン接種の完全無料化拡大。安心して出産できるよう、宿泊施設の確

保などの支援策の実施。 

⑪失業保険の拡充。若者雇用、中高年、障害者雇用の改善。利用者の立場に立った困窮者自立支援

策の県下全自治体での実施（福祉事務所のある自治体は自治体単位。その他は県が一元実施）。 

⑫障害者総合支援法の廃止。応益負担、利用者制限の撤廃。65 歳以上の障害者の機械的な「介護保

険優先」適用の中止。小中高の寄宿舎のある特別支援学校の設置。障害者雇用の推進。障害者、

低所得者の上下水道料金の減免の実施。 

⑬介護保険の抜本的見直し。介護療養病床の廃止・削減の撤回。特養入所待ちの解消。安心できる介

護サービスの充実、地域包括ケアシステムの構築。 

⑭県内の医療、介護の提供体制の充実。「地域医療構想」を盾に取った病床削減反対。全県視野での

医師、看護師確保対策の構築。２次医療圏だけでない各自治体単位での医療の確保対策の構築。そ

のための県と各自治体との連携。住み続けられる街づくり、地域作りを。 

⑮医療、介護労働者の処遇の改善。 

⑯すべての医療機関、福祉施設の耐震診断、耐震補強を行うこと。津波被害の予測を見直し、それを基

にした対策を医療機関、福祉施設に促すこと。また、自家発電装置の設置を働きかけること。これらの

ための財政的な措置を国に求めること。 

⑰マイナンバーの拡大、強要を止めること（確定申告、年金受給者扶養申告書、住民税通知書、雇用保

険等）。 
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５．運動の重点 

 

２０１８年度は、第７次保健医療計画、第３期医療費適正化計画、第７期介護保険事業計画が

スタートし、診療報酬、介護報酬が同時改定されるなど、節目の年です。 

２０１６年末に策定された「地域医療構想」は、単に医療計画に盛り込まれるだけでなく、あ

らゆる介護関連の計画が地域医療構想と「整合的」に策定されることとされ、県単位で医療費を

抑制するシステムのベースに位置づけられています。 

例えば、医療費適正化計画では地域医療構想で定めた病床数を前提に目標を定めることとされ、

ベッド数の減少を見込んだ本県などではその分少ない医療費となるものと思われます。 

また、来年度から実施された国保の県単位化を通じ、県が保険の運営主体として医療費抑制に

取り組むことにもつながります。 

各計画の進捗状況を会としてきちんと把握し、包括的、総合的な運動展開が求められています。 

 

１．自治体キャラバン 

 

１）日程・コース 

月日 コース 
１０月１５日（月） 大豊町⇒大川村⇒土佐町⇒本山町 
１０月１６日（火） 土佐市⇒梼原町⇒津野町 
１０月１７日（水） 黒潮町⇒三原村⇒大月町 
１０月１８日（木） （佐川町）⇒仁淀川町⇒（いの町） 
１０月１９日（金） 東洋町⇒馬路村⇒（安芸市） 
１０月２２日（月） （香美市）⇒（香南市）⇒（南国市） 
１０月２４日（水） （高知市）⇒（高知県） 
※（  ）は、２０１７年度も訪問した自治体。 

 ⇒ 国保保険料（税）の引き上げ１０自治体（東洋町、奈半利町、安田町、北川村、芸西村、

大豊町、中土佐町、梼原町、大月町、三原村）。中芸広域連合と話し合いを行う。 
 
２）主要項目 

①国保の県単位化の影響把握 
②差押えと自立支援事業の実態把握 
③地域医療、介護の提供体制の状況把握 

 ④介護保険の総合事業、地域包括ケアシステムの実態把握 
⑤人口ビジョン、総合計画の進捗状況と地域の活性化・存続についての意見交換 
⑥子どもの医療費の拡充－県施策として中学校卒業まで、各自治体施策として高校卒業まで 
⑦就学援助制度の拡充－新入生学用品費の入学前支給、学費負担の軽減 
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３）学習会の開催 

①各地域での事前学習会 

②県幹部講師にした学習会 

③事務局会でのミニ学習 

④各組織で社保関係の学習会を開催します（県社保協から講師派遣を行います）。 

 

４）データブックの作成 

 昨年同様、総合版とキャラバン用の簡易版を作成します。 

 

 

２．調査活動の実施します 

 

１）介護保険の総合事業、地域包括ケアシステムの実態把握を行います 

 

２）滋賀県野洲市へ生活再建型債権回収、自立支援事業等の調査ツアーを実施します 

  来年の４月以降で検討します。 

  また、今年１０月１３日（土）、１４日（日）に高知で開催される全国クレサラ・生活再建問題被害者交流

集会に積極的に参加し、全国の経験に学びます。 

 

３．諸要求の実現をめざします 

①自治体の実情に合わせて、国保料の引き下げの運動、引き上げを許さない取り組みを強めま

す。 

②国保法４４条の適用の拡大をめざす取り組みを強めます。 

③生活困窮者自立支援事業の県下の実施状況を把握し、推進を求めて行きます。 

④こどもの医療費の無料化拡大の取り組みを強めます。親が無保険の場合や短期証の再交付時

などに生じる子どもの無保険の完全解消をめざします。 

 

４．組織の強化を図ります 

 ①毎月１回の事務局会議を重視し、学習、情報交換、運動の方向の確認を行います。 
 ②年２回の運営委員会を各組織複数参加で成功させ、各組織で社保闘争が組織論議されること

をめざします。 
 ③地域での経験交流、要求実現のための「総がかり」体制の構築をめざします。 
 ④県社保協の事務局体制の強化を図ります。 
  次期事務局長の人選と役割分担の具体化を進めます。 
  ⑤他の課題別共闘組織との連携を深め、生存権の運動（憲法２５条）を労働権（２７条）、労

働基本権（２８条）、平和（9 条）、地方自治（９２条）などと関連させ要求の前進をめざし

ます。 
国民大運動高知県実行委員会に結集し、国民的要求課題の前進をめざします。 
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６．日程 

 

６月２３日（土）  県社保協総会（１４：００～、県立大学）、食健連学習会（１４：００～、かるぽーと） 

７月２０日（金）  ビキニ裁判判決（１３：３０～、高知地裁） 

７月２１日（土）、２２日（日） 原水禁四国大会 in 高知 

８月４日（土）～９日（木） 原水禁世界大会（広島・長崎） 

８月２５日（土）   日本母親大会 in 高知（～26 日） 

１０月６日(土)、７日（日）  地方自治研究全国集会 in 高知 

１０月１３日（土）、１４日（日）  高知で開催される全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in 高知 

 

 

７．２０１７年度会計報告 

 

省略 

 

 

８．２０１７年度会計監査報告 

 

省略 

 

 

９．２０１８年度予算 

 

省略 

 

１０．役員体制   

役鐵 氏名 出身 備考 
事務局メ

ンバー 

会長 田中きよむ 県立大 再 ○ 

副会長 田口朝光 県労連 再 ○ 

副会長 筒井敬二 自治労連 再   

副会長 小澤幸次郎 年金者組合 再 ○ 

事務局長兼務 田口朝光 県労連 再 ○ 
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事務局次長 岡田和人 共産党 再 ○ 

〃 岡村和彦 医療生協 新 ○ 

〃 浜田正道 保険医協会 再 ○ 

〃 金子竜太 医労連 再 ○ 

 

以上 

 


