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１．はじめに 

2015 年 5 月に成立した医療保険制度改革関連法というのはいろいろな制度をまとめた

ものですので、余り知られていないと思いますけれども、例えば今年４月から病院での高

齢者の負担だとかが増えていますが、これもこの法律によるものです。国保の都道府県単

位化もこの関連法で通したものです。なので、余り知られていないところですけれども、

これから徐々にみなさん方に知っていただいて、地域の課題として捉えていただければあ

りがたいと思っています。 

（１）いま何が起きているのか？ 

① 国保、そして医療をめぐる現状を知る。｢国保の都道府県単位化｣｢地域医療構想｣｢地

域包括ケアシステム｣・・・ 

まず、今医療に起きている事を理解していいただく必要があると思います。国保の都道

府県単位化はもちろんですけれども、「地域医療構想」についても理解していただく必要

があると思います。地域医療構想は、全ての都道府県で今年 3 月までに策定されることに

なっています。これは栃木県内の地域をおよそ二次医療圏ごとに分けて、入院できるベッ

ト数を管理していくというものです。要は、ベット数削減に寄与する計画です。入院でき

なくなるおそれがあるというのが地域医療構想です。この構想で入院できるベット数を抑

制していくので、追い出される方を受け止める体制が必要になります。それが、「地域包

括ケアシステム」ということになります。今までは入院できたけれども、これからは入院

できなくなる。そうするとその方々が在宅に行きますから、それを受け止める体制が地域

包括ケアシステムということになります。これは、政策を進めている側の方の言葉でいう

と、地域医療構想は「川上」といい、地域包括ケアシステムは「川下」というふうに呼ん

でいます。だから川上から川下へと、患者や利用者を川に流すふうに表現しているわけで

す。 

ところが、ご承知のように、地域でそれだけ家族の助け合いがあるかというと、これは

厳しい実態があるし、みんな受け止めることができないので、（川下を通過して）海に出

てしまう可能性があるといわれているわけです。そうすると、例えば介護自殺とか介護殺

人とか、介護を苦にしたいろんな状況が、今全国的にも出ているわけですけれども、これ

がより深刻化することになりかねないのかなというふうに思います。 



 

 

②地域で起きている現象の根っこは同じ。 例えば「病院 M&A」など。 

実は、この川上から川下へという言い方、或いは入院から在宅へとか、医療から介護へ

というふうにも言われますが、これらは全て同じ流れです。地域で起きている現象の根っ

こは全て同じです。 

それと併せて「病院Ｍ＆Ａ」というのも最近よく起きています。Ｍ＆Ａというのは合併

と買収です。特に最近は、公的医療機関、自治体病院だとか厚生連の病院だとかいろんな

形で税金が投入されて造ったような医療機関を、民間に売却するということが起きていま

す。特に一番象徴的なのは、税金で新しく建てておいて、それを民間に売却するという手

法です。それを中買いする病院Ｍ＆Ａを専門にする企業もあります。成功報酬は大体３～

４％といわれますけれども、そういうのもあります。これも同じような現象です。 

これまで二つのことを話してきました。一つは、川上から川下へとか、医療から介護へ

という流れで、これは医療費を抑制するという流れです。医療に対して国がお金を出さな

いという政策です。それからもう一つの流れは、病院Ｍ＆Ａなんかは、簡単にいうと医療

の部分的な市場化、産業化です。国保の都道府県単位化も基本的には医療費を抑えるとい

う政策の流れにあります。併せて部分的な市場化も検討されています。 

例えば、都道府県単位化にあたってシステムを変えるという時には、当然、日立だった

り NTT データだったりとかが介入してソフトを売り込むとかで、実はいろんなマーケット

になっているわけです。制度が変わるということは、実はそこに必ずマーケットが生み出

されるわけです。そこも見ておく必要があります。 

③地域を、人を、バラバラにする自己責任論と向き合う。「病気や貧困は個人の責任？」 

地域とか人をバラバラにするような自己責任論と社会保障というのは対峙しているので、

そこと向き合うことが必要かなと思います。病気とか貧困というのは自己責任ではないの

です。 

最近、私はいろんなところで講演する機会があるんですけれども、実は労働組合なんか

で講演すると、病気なんかは自己責任ではないのかという質問をいただいたりとか、糖尿

病になったのはその人の管理が悪かったんではないかとか、自己負担をもっと増やせとか、

そういう意見が出てきます。片や、民生委員とか自治会連合会とかで呼ばれて話をします

と、自己責任にし過ぎではないかといわれます。地域で起きている介護の問題とか引き篭

もりの問題とか、いろんな問題は自己責任論の結果になっているのはおかしいじゃないか

という意見が出ます。今まではどちらかというと労働組合の方でそれを言っていたのに、

従来の自治組織の方々が気づいてきた、或いは皆さんが実態を把握しているということが

よく分るというのが最近は実感としてあります。 

（２）どのような行動が必要か？ 

それに対して、どのような行動が必要かということです。「対岸の火事」的発想ですね。

介護現場の人が医療は大変だなとか、病院で働いている人は介護現場というのは大変だな

と思っていたりとか、本当に対岸の火事のように思っているんですけれども、実はそれが

事態を深刻化させていくんです。木を見て森を見ずということになりかねないので、もう

少し広く見ておく必要があると思います。 

地域医療構想と地域包括ケアシステム、川上から川下へというところは、分断せずに一

体化して捉えて、住民・自治体と一緒に行動していくということが可能だと思っています。 



 

 

今日の主題である国民健康保険は、医療と地方自治或いは住民自治の接点なので、地域

で医療保障作っていくという視点を持っていきたいと考えています。 

そして国保を取り巻く現状と方向性を把握していくということと、よりベターな合意形

成を図る土台を作っていくということが大事ではないかと考えています。 

・医療保障を推進する米国連邦政府の取り組み（2015 年 2月訪問、今春訪問予定） 

医療保障について、アメリカはもうひとつだというふうにいわれたりしますけれども、

実は貧困者とか医療を利用できない人に対する政策は、日本より進んでいる面があります。

そういうところについては着目すべきではないかと思っています。２年前にアメリカを訪

問しましたが、今年の春にも訪問予定しています。トランプ政権になってオバマケアを潰

すといっていて、連邦政府の職員も変わるので、行ってこようかなと思っていますが、ま

だ調整が付いていなくて日程も決まっていません。連邦政府の政府高官は会う度、日本は

絶対公的医療保険を守った方がいいよ、皆保険を絶対維持した方がいいよと言います。必

ずそう言います。何故かというと、一番費用が効率的なんです。なお且つ、一番いろんな

人に行き渡る制度なんです。 

日本は公的医療保険で皆保険です。アメリカの場合は民間医療保険で皆保険、これがオ

バマケアです。これをやることすら大変だったんです。トランプはこれをも潰すといって

いるわけです。民間医療保険で皆保険は社会主義だといっています。民間医療保険で皆保

険が社会主義だったら、公的医療保険で皆保険というのは、日本はもう社会主義の最左翼

みたいな制度になるわけです。民主党政権の時の連邦政府高官は、皆保険はやっぱり維持

すべきだと、これほど効率的で行き渡るものはない。むしろそれを充実する道を探るべき

ではないかということなんです。 

ところが、私が参議院で話した時に、安倍首相は皆保険は大事で維持しますと言います

が、公的医療保険でとは言いませんので、公的医療保険ですよねということは強調して言

いました。そこが一番のポイントではないかと思います。ＴＰＰはトランプのおかげ一方

では影響はどうなるかわかりませんけれども、ＴＰＰと医療という点も引き続き見ておく

必要があると思っています。 

（３）国保の歴史 

次に、国保の歴史を見ておきたいと思います。 

国保というのは、公的医療保険で皆保険といいましたけれども、皆保険体制になったの

は 1961 年、昭和 36 年からです。実はこの準備段階において、そもそも保険料を支払える

ような所得階層ではない方、公費医療の対象者、具体的にいうと生活保護の医療扶助利用

者など、保険料を払えるような人ではないのに、わざわざ国保の被保険者にしたんです。 

だから、低所得の方でも医療を利用することができる制度ですけれども、見方を変えれ

ば、本来保険料を払えるような水準ではない厳しい生活の人をも保険料を払う対象に組み

込んだんです。これが皆保険の歴史です。そうすれば生活保護の費用を抑えることができ

たわけです。一方ではこの 1961 年というのが実はポイントです。60 年安保運動に対する

アメですね、譲歩という意味合いもあります。運動に対して社会保障をやれば、一定程度

抑えることができるという狙いです。アメだけではやらないわけで、必ずそこにコントロ

ールする政策を入れてくるわけです。そこでやったのが、生活保護費を抑えるために、わ

ざわざ保険料が払えないような水準の人を国保に入れる仕組みにしたんです。 



 

 

この仕組みは、５０年以上経っても変わっていないわけです。保険料を払えるような水

準でない人が国保に入る仕組みです。国保の構造的な問題というのは、まずこの加入者の

仕組みです。言い方を変えると、サラリーマンが入る医療保険の対象とならない人は皆ん

な国保に入る仕組みです。ということは、一番安定的な人達以外は皆んな国保に入るわけ

です。この構造が 1961年から 50 年以上ずっと変わらない、ここがまず大きな問題です。 

そして、1980 年代からずっと医療に対してお金を出さないという政策を「公的医療費

抑制策」といいますが､その結果､1980 年代と今を比べて、国保への公費出費額は半分に

なっています。国が市町村の国保会計に対して出していたお金が 50％ありましたけれど

も､現在は 25％弱です。では、その減った分を誰が負担しているかというと、保険料なん

です。これが、ただでさえ所得階層としては厳しい国保加入者の方が、より高い保険料を

払ってっている原因なんです。 

50 年以上加入者の仕組みが変わらないというのが構造的な問題の一つ､二つ目が､国が

出しているお金が半分になっているということです｡これが医療費抑制策です｡ 

この医療費抑制策を､2018 年度から次のステージに持っていきます｡新たな医療費抑制

策を 2018 年度から始めます。それが今日のテーマである国保の都道府県単位化というこ

とです。だから、国保の都道府県単位化というのは、医療費抑制策の一環なんです。国が

医療に対してお金を出したくない。その政策を新たに展開するということです。なので、

全国知事会は、負担が増えるではないかということが予見されるので、ずっと抵抗してき

たわけです。。 

国保の都道府県単位化でこれまでの課題が解決する方向に踏み出しているかどうか、こ

こが一番のポイントになるのではないかと思います。 

ここまで申し上げたのは、国保に加入する仕組み、国が国保に対してお金を出していな

いという国保の構造的問題、そして、国保の都道府県単位化というのは新たな医療費抑制

策であるということです。 

 

２．政策動向と社会保障の基本（大掛かりで抜本的な制度改革進行中だからこそ） 

（１）地域の医療・介護をめぐる政策動向（社会保障費抑制策が中心） 

次に、医療・介護めぐる政策動向を把握していこうと思います。現在進められている政

策は、社会保障費抑制策が中心です。社会保障に対してお金を出したくないという政策を

とにかくやっているわけです。そして、お金を出したくないだけではなくて、部分的な市

場化・産業化を図っています。企業が活動できる分野を増やすというのが市場化・産業化

です。それに伴っていろいろな改革をやっているわけですが、その中で部分的市場化・産

業化、それと医療費抑制を進めるために、医療保険制度改革関連法が 2015年５月 27 日に

可決・成立しました。 

（２）日本の医療保障の特徴 

日本の医療保障の特徴は二つあります。一つは、公的医療保険で皆保険をやっていると

いうのが最大の特徴です。そしてもう一つ、医療の提供体制です。これは医師とか看護師

とか病院とかのサービスの提供のところです。医療というと、どうしてもこの後の方に目

が行きがちですが、いくら医師や看護師がいても、それを動かす仕組みがないと医療は動

かないわけです。それが公的医療保険による皆保険です。 



 

 

それで、この医療保険制度改革関連法は、これらの一体的な改革を図るものなわけです。

なので、大きく変わりますよということをご理解いただきたいと思います。そして、その

政策を実際に医療の提供体制のところで動かすのは、地域医療構想と地域包括ケアシステ

ムということになります。 

何故、国保の話とこれが関係があるのかというと、国保は前半の公的医療保険で皆保険、

医療をどうやって動かしていくかという仕組みです。実際にサービスの利用とか供給体制

は、地域医療構想と地域包括ケアシステムなんです。なので、ここを一体的に把握してお

かないでバラバラで理解しても、なんか沢山いろいろやるんだなあっていうことになって

しまいます。根本を理解していただければ、非常に簡単な仕組みだというふうに思います。

どう動かすかが皆保険、提供体制が地域医療構想と地域包括ケアシステムということにな

ります。 

（３）国の責任が地方へと転嫁される社会保障制度改革 

地方に対してはどんどん国の責任を転嫁していることがはっきりと見えています。簡単

にいうと、社会保障において公的責任からの脱走を図っているというのが今の政策です。

とにかく国の手を引こうというのが今の特徴です。これはハッキリとそう言えるのではな

いかと思います。 

先週厚生労働省で地域医療担当の部署と懇談をしてきた人の話を聞くと、まあ何とか自

治体は頑張れるでしょうという認識のようです。社会保障は、まだまだ県レベルそして市

町村レベルでお金を持っているじゃないかとか、国が出さなくても、地域でできるでしょ

うという認識があるようです。ただ、厚生労働省も財務省からとにかくお金を減らせとい

うことが至上命題として言われているので、それに対応しているんだと思います。とにか

く、地方に対しては責任を転嫁しつつお金を出さないという政策の方向性です。 

それと最近の特徴は、「地方消滅」「自治体消滅」論で危機感を煽り、社会保障制度の改

革では「精神的な側面」の強調が相次いでいます。とにかく頑張れという掛け声です。掛

け声では何も充実しないというのが実際のところです。それと歴史的にいうと、社会保障

で精神を強調しだすと、だいたい基本的に危ない状況になるという法則性があるんではな

いかと思います。本来国がやるべき社会保障の内容について、自己責任とか助け合いで頑

張れとか、何とかしろとかということは、基本的には余り良い方向には行かないというの

が歴史的な教訓かなというふうに思っています。 

一方で、地域を味方につけた情報発信がどれだけなされたかということが凄く大事では

ないかと思います。これでは限界だとか、実際にこれだけ必要なんだとか、そういう具体

的な提案だとか発信ですね、そこがどれだけなされたかというとまだまだ不十分な点は否

めないと思うんです。 

なので、国の責任転嫁を逆手にとって、もっと発信していく必要があるんではないかと

いうふうに思っています。厚生労働省といっても皆が同じ考えではなくて、官僚のなかに

もだいたい３割から４割は良心派がいるので、その良心派が政策を作っていけるように地

域からどれだけ発信しているかということが問われていると思うんです。そういう実態を

もっと提起していくということが大事ではないかと思います。だいたい良心派３割、財務

省の方を見ている費用を抑制したい人３割、真ん中４割は日和見なので、良心派３割をい

かに突いていけるかということが凄く大事だと思います。特に、今の安倍内閣のように財



 

 

務省と経済産業省の意向が強く反映する内閣だと、特にそういうことを戦略的にやる必要

があるというふうに考えています。 

（４）社会保障の正確な認識に基づく政策的展開 

そういうことに対する社会保障の根本的な話です。先程から申上げているように、病気

とか貧困とか失業というものは、自己責任ではどうしようもないから作り出されたのが社

会保障です。なので、自己責任とか助け合いに引き戻すというのは歴史的に逆行になりま

すよということです。実は、市町村の国保の窓口なんかでも、国保は助け合いの制度だか

ら保険料を払えとか言っているわけです。サンデー毎日の記者によると、東京都なんかは、

保険料を滞納している人に差し押さえをすると、差し押さえをした自治体に東京都がお金

を出しているんです。報奨金を出しています。これはおかしいですよねっていうのがサン

デー毎日の記者の問題意識なんです。それはおかしいですよと私は言いましたけれども、

そしたら、そう言った研究者は初めてですといいました。私がこういう考えを持っている

のは、その記者さんは前から知っているんです。ところが、それ以外の研究者は、それは

自治体として当然ではないですかとか、払わないやつが悪いとか、要は結局国保の問題を

知らないので、歴史的な話も分らずに表面的な事実だけを見て滞納している人は悪いんだ

ということなんです。 

いろんな調査をしたりとか、いろんな地域の人たちと一緒に取り組んだ中で、改めて確

信を持って言えるのは、国保を滞納している人は悪質というふうに行政はレッテルを貼り

ますけれども、ほとんどこの悪質というふうに考えられている人はほぼ貧困だと考えるの

が一番実態に合っていると思うんです。 

保険料を払えないのは何故かというと、貧困状態に根本的な原因があるので悪質ではな

いということです。そこに対策を立てないと、地域の経済対策にもならないし、自治体に

とってはそれが税という形で跳ね返ってくるようにちゃんと支えないといけないはずなん

です。本来、そういう人たちが納税者になってもらえるようにどういうふうに支えていく

か、ここが大事だと思うんですけれども、そういう視点が全くありません。払わない奴が

悪いから差し押さえすると、東京都はそこに対して報奨金を与えるということをやってい

るわけですけれども、それはおかしいんではないかということです。 

病気とか貧困、失業が自己責任であるという非科学的なことがまだまだ現実には存在す

るということです。 

（５）社会保障と地域経済 

社会保障に対してお金を出しても無駄だ、垂れ流すだけだという話があります。実は、

社会保障の経済波及効果と雇用誘発効果は、公共事業などの他の産業よりも大きいという

ことが実証されています。こういうことを平成２２年版の厚生労働白書が言っています。

先程申し上げたように厚生労働省の良心派は、ちゃんと白書にまともなことを書いている

ときがあります。厚生労働白書は全て良いこと或いは全て悪いことではなく、どちらでも

なくてちゃんと読めば、使える部分もあるし科学的に正しいことを言っていることもあり

ます。だから特に都市部以外の地方なんかは大事なんです。社会保障、つまり医療や介護

に従事している人の割合がどの産業よりも高いという地域が沢山あります。栃木県内でも

そうだと思いますけれども、重要な産業の一つですから、そこに対してお金を出すという

ことは、実は地域でお金が回る仕組みになるわけです。公共事業というのは、実は一時的



 

 

です。人の命ある限り医療とか介護とかの社会保障はずーっと続くわけですから、お金が

回る仕組みなんです。そういう事実から見ていきましょうよというのが厚生労働白書がい

っている内容です。 

 

３．国保加入者の実態 

（１）国保に加入する人々（国保の構造的な問題の１つ） 

国保加入者の実態ということですが、加入する人々の仕組み、どういう人々が加入して

いるかということです。国保には、他の公的医療保険に加入する人々以外のすべてが加入

する構造となっていて、皆保険体制を下支えするセーフティーネットの役割を担っていま

す。国保は当初から、Ａ：農業者や都市部の自営業者の医療保険、Ｂ:無業者・低所得

者・高齢者の公費医療制度、という２つの性格を帯びています。 

（２）国保加入者の現状 

国保加入者の割合は、1965（昭和 40）年度、農水業 42.1％、自営業 25.4％、被用者(サ

ラリーマン)19.5％、無職 6.6％でしたが、2014（平成 26）年度は、農水業 2.5％、自営

業 14.5％、被用者 34.4％、無職 43.9％（＊2008 年度から後期高齢者医療制度スタート

（75 歳以上加入））というふうに割合が全く変わっています。国保は自営業者の保険では

なくて、今は無職の方の保険というふうになっています。そしてその次に多いのが被用者、

勤め人です。しかも組合健保とか協会けんぽの対象とならない勤め人が 34％です。つま

り負担能力としては高くない方々が国保に入る仕組みなんです。50 年以上も仕組みが変

わっていないので、自営業はようやく第３位になって 14.5％いう形ですから、かなり負

担能力としては、厳しい状況にあるということになります。 

アメリカの研究者とか連邦政府の人が、日本の国保というのは何なんだとよく言ってい

ます。無職が４割を超える医療保険が何で運営できているのかと、いやいや税金が大分入

っている、ただ税金は 30 年位で半分になったよと言ったら、それは駄目だと言いました。

それはかえって他の費用負担だとか経済的な波及を及ぼすことになるけれど、そこは見て

いるのかと言うので、いやそこは調べていないといったら、さすがに日本政府だねえと言

いました。日本政府が他の国と比べて最も特徴的なのは、調べないということです。調査

をしないということです。これはすごく特徴的です。他の国は良い悪いはいろいろありま

すけれども、ちゃんと統計を取って調べますけども、いわゆる先進国の中でも日本はとに

かく統計を取らない国だと思います。特に昭和 40 年代以降は、いろんな社会保障関係の

統計は取らなくなっている傾向が強いかなというふうに思います。 

加入者１人あたりの平均所得は、当然国保の方々が最も低くなります。無職の方が多い

ので、当然低くなるわけです。所得なし世帯 27.8％、所得 100 万円以下が 55.3％（2014

年度）です。低所得者の人に対して、高い保険料が課せられている。これが現状です。特

に所得の 25％以上を払うという状況があるわけです。これは考えられない状況ではない

かと思います。 

そして、国保が、貧困を拡大する原因となっているのではないかというふうに思います。

国保が貧困を拡大するというのは、大阪で国民健康保険の調査をしたりとか或いは他の地

域でも社保協とかいろんな研究所の方々とか、民商の方々とか、年金者組合の方々とか、

いろんな方の力と一緒になってこの表現をしていたら、最近は政府の文書でも言っていま



 

 

す。保険料が貧困を拡大しているとか、他人事のように言っていますけども、君たちが作

った政策でそうなっているんだと思いますけれども。だから運動で言葉を作り出すという

ことは実は大事で、データだけではなくて、いろんな言葉をやっぱり作り出して、ワンフ

レーズでやるというのは、良い悪いはありますけれども、やはり実態を象徴する言葉を作

るというのは大事かなと思います。 

（3）国保料がなぜ高いのか  

これまでの話を総合して申し上げると、国保料が現在なぜ高いのかというと、最大の理

由は国がお金を出していないということです。それと二つ目には、支払えるかどうかの観

点で国保料が設定されていないということです。医療費をどうやって決めるか、支払える

かどうかを考えていません。必要なお金を加入者に分けて負担してもらうだけの話で、支

払えるかどうかを見る必要があります。三つめは、加入者に高齢者が多いため、出て行く

お金が多いということです。これはサラリーマンだった人が定年退職して国民健康保険に

入るとかという仕組みになっています。一番医療が必要になってくる年齢になってなぜか

国保に入ってくる仕組みなんです。そうすると当然出費が多くなるのは当たり前の話で、

そういうことも含めて、保険給付が多くなるため、保険料が高くなるということになります。 

 

４．新たな公的医療費抑制策へ 

（１）公的医療費抑制の主な手法（１９８０年代から継続） 

2018 年度から新たな公的医療費抑制が始まりますが、主な手法は、これまでやってきた

医療費抑制の手法です。 

① 受診抑制 

「受診抑制」は 1980 年代からずっとやってきた政策です。今幅広い年齢の方たちが３

割自己負担です。年齢や所得によって２割だったりしますが、現在３割です。少し前まで

は２割、その前は１割でした。高齢者は 70 年代から 80 年代の初めまで 10 年間くらい無

料だった期間があります。そういうふうに、無料、１割、２割、３割と負担を上げてきた

のが、この受診抑制という政策です。 

自己負担割合を上げれば、皆が病院に行かないだろうということです。１割が２割にな

り、２割が３割になる、そうすれは皆が病院に行かなくなるだろうと。そうしたら全体と

して医療費を抑えることができるだろうという政策です。ただし、この政策には科学的根

拠はありません。負担を上げても必要な人は病院に行くからです。これは厚生労働省も認め

ていて、医療費抑制効果は１年も持たない、瞬間的なものだと。結局、負担割合が２割であろ

うが３割であろうが、必要な人は病院に行かざるを得ないんです。 

② 供給抑制 

二つ目は「供給抑制」です。これは、病院や診療所が近くになければ、医療費は減るだ

ろうという政策です。入院から在宅という政策もここに位置します。私たちが入院できる

病院がそもそも少なければ、或いは病院自体にベット数が少なければ、医療費は減るだろ

うという政策です。 

ただし、これは一つ大きな点を見落としていて、入院から在宅へというのは、本当に費

用は減るかということです。今私はここで皆さん方にお話をしていますけれども、こうし

て皆さん方に集まっていただくのと、私が皆さん方の家に行って１人ずつお話をするのと、



 

 

どっちが効率的かということと実は一緒なんです。入院というのは実は効率的なんです。

集中して少ない人員で診ることができます。在宅となると、まともにサービスを行き渡ら

せようとすれば、ものすごくお金がかかるんです。だから入院から在宅へというのは、費

用抑制として今やっていますけれども、実際サービスを行き渡らせようとすれば、どんな

国のどんな地域の研究でも、全て入院よりも在宅の方がお金がかかるといっています。こ

れは学問的にはもう決着がついていることなんです。ここはぜひ知っておいていただきた

いと思います。在宅の方がだいたい約２倍以上かかるということになっています。 

では、なぜ入院から在宅ということをやるのか、サービスを行き渡らせようとすれば絶

対にお金はかかりますが、サービスを提供しなければお金はかかりません。つまり、退院

した人に対して、訪問看護はやらない、訪問介護もやらない、デイサービス、ショートス

テイも使わせないということです。サービスがないという状態であれば、入院よりも安く

つく可能性があります。ただし、みんなが非常に厳しい生活を強いられることになります。 

つまり入院から在宅へというのは、地域で非常に危険な事態とか状態を深刻化させてい

く要因になるというふうに思います。厚生労働省はこのことは分かっています。入院から

在宅にすると実は費用が嵩むというのは当然のことなんです。費用を抑制したい財務省な

んかはその政策一本やりです。入院させるからお金が掛るんだと、だからみんな家に帰せ

と。そうしたら医療費は減るというふうに考えているんですけれども、医療費という小さ

いところだけ見ればそうですけれども、介護とかいろんな社会保障の費用を含めたら必ず

費用は増えるということです。 

③ 診療報酬の操作 

三番目は「診療報酬の操作」です。これもいろいろやってきていますが、次は来年の４

月です。ここでは介護報酬と同時改定になります。６年に１回介護報酬と同時改定になる

んです。診療報酬は２年に１回、介護報酬は３年に１回です。だから６年に１回同時改定

になるわけです。医療から介護へ移す、そういうサービスを増やしていくわけです。 

④ 多分野への移行 

四番目は「多分野への移行」です。介護保険制度も医療費抑制のために作った制度です。

病院に入院している人、長期に入院している人を医療から出す受け皿として作ったのが介

護保険です。介護の社会化などというのは２番目３番目くらいの意味であって、本来目的

としたのは医療費抑制です。ずっと病院にいる人を病院から出せば、医療費は見た目は抑

えられるだろうとして作ったのが介護保険です。だから人件費も医療より介護の方が安く

できているし、今は介護すら費用を抑制するために地域包括ケアシステムだと、地域で助

け合えというわけです。医療から介護、今は介護からさらに地域で助け合ってくれという

内容になっています。 

⑤ 生活習慣病対策 

５番目は「生活習慣病対策」です。これは皆さん健康診断で特定健診だとか保健指導だ

とか、お腹周りを測ったりとかされていると思いますけれども、これも医療費抑制策とし

てやっているわけです。いつも言っていますけれども、お腹周りを測ったとしても医療費

抑制には繋がりません。学問的にもハッキリ決着が着いていて、そうだったら私は毎日測

ります。動機付けとしてやっているだけです。だいたい体格とかも違うのに何で一定に数

字が決められているのか、戦時中の体力測定みたいなもんですね。 



 

 

医療費抑制と健康の測定を連動させていく、特にそこを強めようというのが今回の政策

です。これは手段の目的化だと思います。医療費抑制というのは、結果として付いてくれ

ばいい話で、我々の健康とか長生きとか、健康寿命を支えるというのが医療とか健康づく

りの制度だと思うんですけれども、なぜか医療費抑制が目的になるのは手段と目的が異な

っているのではないかと思います。 

禁煙というのは、医療費抑制としてやっていますけれども、しかしこれも逆の結果を生

み出します。たばこを吸っている人は、禁煙せずに吸っていただいた方が医療費抑制には

繋がります。たばこを吸っている人が禁煙すると何が起きるかというと、長生きするんで

す。総量としては人が増えるので、たばこを吸っている人は吸いながらそこそこでエンデ

ィングを迎えた方が医療費抑制に繋がるという研究結果が沢山あります。こういう決着し

ているような政策を我々は実験台としてやっているんだということです。だから、禁煙し

たら医療費抑制に繋がるからやりましょう、ではなくて、その人の健康を考えて禁煙しま

せんか、だったらいいと思うんですけれども、狙いは医療費抑制にありますから、そこは

本末転倒ではないかと思います。 

健康づくりで医療費抑制というのは結果として付いてくればいいので、人の健康を願っ

てやるものであって、医療費抑制を願って皆な頑張れ、体操しろ、散歩しろとか、ポイン

ト稼いで介護保険料が安くなりますよとか、いろいろ大変なんですけれども、それは本末

転倒ではないかと思います。手段の目的化になりかねないかなと思います。 

⑥ 医療費適正化計画の推進 

６番目は「医療費適正化計画の推進」です。我々は今現在、都道府県ごとに医療費適正

化レースに参加しています。現在第２期の４年目です。次の 2017 年度からは、この第２

期の最終年になります。医療費適正化計画は次の第３期は 2018 年度からになります。

2018 年度からスタートして、これまでは５年間だったのが次から６年間になります。だ

から介護報酬・診療報酬の６年同時改定と合わせて医療費適正化計画の年限も変えて 6 年

間にします。それでここから新たな医療費抑制をやっていこうということです。 

⑦ 国保の都道府県単位化 

そこに連動するのが 7 番目、今日の主題である「国保の都道府県単位化」ということに

なります。既に協会けんぽとか後期高齢者は都道府県単位化しています。そういう土台作

りをしてきたわけです。 

 

（２）国保の都道府県単位化（新たな公的医療費抑制策） 

国保の都道府県単位化は、新たな公的医療費抑制策です。これまで市町村が要求してき

た都道府県単独でやってくれという都道府県単位化ではなくて、市町村は引き続き国保に

関わっていきます。 

そして「国保運営方針」の中身が結構ポイントになりますが、最終的には都道府県知事

が決定するというもので、自治の形骸化に繋がるというふうに思っています。市町村議会

等の意向は関係なく、市町村の首長さんの了解があれば最終的に都道府県知事が決定する

というものです。 

都道府県は各市町村に対して医療費水準、所得水準をもとに「納付金」を設定すること

になります。 



 

 

今までの市町村の国民健康保険の担当部署がやってる仕事は、３段階に分けてやってい

ます。まず一つ目、毎年毎年かかる医療費をこれまでのデータから推計します。次の年度

は例えば 50 億円位いるのかな、100 億円位いるのかなということを推計します。それに

対して、国保の保険料をどれくらい賦課するかという保険料率を決めます。そして保険料

を徴収します。こういう流れになっています。 

・都道府県は各市町村に対して医療費水準、所得水準をもとに「納付金」を設定する。 

市町村は国保加入者に対して賦課・徴収をおこない都道府県に「納付金」を納める。 

これが都道府県単位化になるとどうなるかということです。都道府県は市町村に対して

これだけ集めなさいという「納付金」というのを決めます。 

この納付金をどうやって計算するかというと、例えば宇都宮市の医療費水準と所得水準

を根拠にします。この二つをもとに宇都宮市に対してこれだけ集めなさいということを県

が決めます。これに従って宇都宮市は保険料を考えます。ここからが市町村の仕事です。 

それから、もう一つ、保険料をどういう保険料率で集めるかという、仮の参考となる標

準保険料率を示します。そうするとみなさんが宇都宮市の立場だったら、どう考えるかと

いうことです。県が示したら、おそらくその標準保険料率を基にするのではないかと思い

ます。ただし、権限は宇都宮市にあります。都道府県が示した標準保険料率を参考にしな

がら決めるということができます。そして宇都宮市は保険料を集めるわけでます。 

そしてこの後です、何故「納付金」という名前が付いているかというと、集めたお金を

県に納めるからです。ここのポイントは、市町村で集めた保険料全額を納めるだけではな

くて、実は決められた納付金の額を 100％納めなければなりません。集めることができた

お金だけではなくて、決められたお金は 100％納付する必要があるんです。だから 100 億

円と言われたら、100 億円を納めなければいけないんです。頑張って 80 億円しか集めな

かったので 80億円ではなくて、100％を納めるということです。 

しかし、国保は徴収しても 100％集まらないんです。100％集まるという自治体はない

ので、結局ここで差が出ます。お金が足りないので、足りない分をどうするかというと、

一般会計からの繰入、つまり市町村の持ち出しです。或いは、不足分を保険料に予め上乗

せするということです。又は基金から借りるということもあります。実は都道府県とか国

とか合わせて基金を積立てていきますから、その積立てた基金から借金するということで

す。それくらいの方法しかありません。あとは基金を持っている市町村は基金から取り崩

すかですけれども、それではやがて底を突きます。それくらいの方法です。こういうこと

を毎年毎年繰り返すわけですから、おそらく保険料は高くなるということが考えられるわ

けです。 

何故これが医療費抑制の仕組みかというと、市町村が 100％納付金を納めるのは大変で

す。そうすると道は一つです。保険料を安くしたいんだったら、みんなが病院にかからな

ければ安くなるということです。だから医療費抑制なんです。それで医療提供体制とか地

域医療構想とか地域包括ケアシステムとかが連動しているわけです。お金をかけたくない

んだったら、みんなでそういうことに一生懸命頑張りなさいという話なんです。あるいは

それができないんだったら、みんなでお金を払いなさいという仕組みなんです。足りなか

ったら借金しなさい、一般会計から持ち出しなさいという仕組みなんです。これが国保の

都道府県単位化の仕組みです。 



 

 

資料１に北海道新聞の記事があります。北海道は全国の都道府県でいち早く 11 月 1 日

に納付金の試算をしました。見ていただくとわかるように最大で２倍を超えるようなもの

になっています。記事の真ん中のところに数字がありますけれども、上がるところと下がると

ころがあるわけです。所得水準が低いところは上がるというのが特徴です。そういう試算をこ

こではしています。自治体によって医療費水準と所得水準が違うので、上がるところと減ると

ころがでてくるわけです。 

【資料１】北海道新聞 
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〇 都道府県単位化の納付金と標準保険料率の算定の流れ 

【資料２】納付金と標準保険料率の算定の流れ 

次の資料ですが、医療費をα、所得水準をβで表しています。このαとβで納付金を計

算するという簡単な話です。 

どうやって決めるかというのがこの【実際に必要となる医療費】という図です。この図

の全体が必要となる医療費です。国保に対しては国がお金を出していますが、斜線の部分

が公費負担分です。そして集めるべきお金は左下の白い部分となります。図の下に「α＝

0   α＝1」と書いてあります。α＝0 はどういうことかというと、この図は都道府県に
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は自治体が３つしかないと仮定していますが、Ａ市、Ｂ市、Ｃ町の医療費の違いを踏まえ

ずに計算するということです。都道府県の中の市町村の医療費の違いを考えないというの

がα＝0 として計算する都道府県です。これは全国で私が今のところ確認しているのでは、

大阪府、広島県、奈良県の 3 県です。これらの県では統一保険料を目指しています。県内

の医療費の違いを考えないということです。例えば栃木県でも宇都宮市と周辺の町とでは

医療を利用する機会だとかチャンスは平等ではないと思います。これはそういう違いも考

えないということです。県内どこにいても医療は対等に利用できるという考えに立たない

と、医療費の違いを踏まえないということにはならないんです。 

そして栃木県の場合はα＝1 として計算しています。これは医療費の違いを踏まえるとい

うことです。各市町村の医療費の違いを踏まえて納付金の違いに反映させるということです。

宇都宮市とか大きな病院のあるところは、医療費を使っていることが多いのでそういうところ

が増える、逆に周辺で病院がないようなところは医療費の実績は少ないですね。そういう違い

を踏まえるということです。 

次にβですが、所得水準の反映係数です。三重県の場合はβ＝0.965･･･ですが、栃木県

の場合は別の計数があると思います。全国平均がβ＝１です。三重県の場合は全国平均より

も取得が低いので 0.965 となっています。これは都道府県ごとに係数が違います。βというの

は図でいえば縦軸の幅です。この図ではＢ市の所得が大きく幅が広いわけです。これを所得で

決めましょうということです。 

左下の③-１という図は、その中で所得割、均等割、平等割を考えるということです。

所得割、均等割、平等割を市町村ごとに按分して計算していくということです。 

そして標準保険料率を計算するというのが右上の《算定の流れ》というところです。こ

の点線のところが納付金の話です。その納付金を決めたあと、市町村ごとに例えば保健事

業等の費用、先ほど申上げた健康づくりとかに関する市町村ごとでやっている費用を加え

て、県が標準保険料率を決めるということになります。 

標準保険料率の決め方は、その下の④⑤のところです。各市町村の納付金とそれに保険

事業の費用を加えてどれだけ集めればいいかというのを県内の市町村に示しますというこ

とです。これが都道府県単位化の納付金と標準保険料率の算定の流れということになります。 

納付金は医療費と所得水準を反映させて決めて、それに保険事業を加えて標準保険料率を

出しますよということになっています。標準保険料率を示されると、おそらく市町村はこれに

縛られる可能性が強いのではないかと思います。栃木県内の自治体の方々がどれだけ骨があっ

て、県が示した標準保険料率よりもっと集めないと納付できないぞというふうに考えるかもし

れませんし、そこを見ていただく必要もあると思います。各自治体だとかで議論すべきはそこ

かなと思います。 

【資料３】納付金・標準保険料率の算定方法等について（省略） 

次の資料は各都道府県の状況で、福井県が調べたものです。9 番目に栃木県があります。

栃木県はα＝1（国の示す原則通り）、βも（国の示す原則通り）素晴らしいですね、教科

書のような回答です。配布方法は２又は３の方式、標準保険料率の算定方式も２または３

の方式となっています。9 月以降市町と協議予定ということで、その協議が今続いている

ということです。これからこの納付金のシミュレーションが出てくると思います。今やっ

ているのはシミュレーション、テストです。北海道の記事もあれはテスト段階で示してい
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るので、あの金額が確定ではありません。ちなみに北海道はこのαを 0.5 で計算していま

す。基本的な法則としては、所得水準が低いようなところは高くなります。そしてこれま

で保険料が高いようなところは若干下がるような傾向になります。なので、余り医療のサ

ービスがなくて所得水準が低いような自治体は、おそらく保険料が上がるシミュレーショ

ンが出てきます。 

栃木県内でも高くなるところと安くなる所がおそらく出てきます。そうするとこれは願

ったりかなったりで、じゃあもういいじゃないかと、みんなで統一しましょうよという道

が開かれてくるわけです。政策的にはここに持っていくのが主眼です。だから栃木県内で

言い争いを始めると、それは政策的には願ったり叶ったりなんです。それが先行している

のが大阪府や広島県、奈良県です。資料の 27番が大阪府ですが、α＝0となっています。

29 番の奈良県もα＝0 です。34 番の広島県もそうです。ちなみに三重県の場合ですが、

三重県というのは自分達で態度を決めないので、α＝0、0.5、1 という三つのシミュレー

ションをすると言っています。そういう自治体も結構あります。 

というのが、医療費と所得を用いた納付金の計算方法と標準保険料率ということになり

ます。ここが国保の都道府県単位化の大きなところで、今後議会とかでもポイントになる

ところではないかなと思います。これからシミュレーションの結果が示されてきますので、

納付金の額とか標準保険料率のテスト段階のパーセントを見ていただいて、どういうふう

に考えていくかということです。各市町村の財政もいろいろあって、余裕があればいいで

すけども、保険料徴収の後、納付金を収める段階で基金を持っているような自治体があれ

ばいいですけども、おそらくほとんど基金をもっているような自治体はないので、お金を

借りるか一般会計から繰り入れるか、あるいは保険料を予め高くするというような方法し

かないということになります。 

（３）医療保障における都道府県の役割強化 

医療保障における都道府県の役割強化ということです。見ていただいたように都道府

県は納付金を決めたりとかで、国保に大きく関わることになります。それだけではなくて、

地域医療構想とかもそうですが、都道府県に医療費抑制の役割を持たせるということにな

ります。都道府県は本当はやりたくないのに、こういう仕事をさせられるという側面があ

ります。地域医療構想も都道府県単位なわけです。 

先程、第３期医療費適正化計画が 2018 年度からだと申上げましたが、実はここでは国

保の都道府県単位化と連動していて医療費支出目標も設定しなさいとされています。つま

り医療費をいかに抑えるかなんです。なので、各都道府県単位で１年後２年後３年後どれ

くらいの医療費にするかというのをみなさんで考えなさいと、それに従って医療費を使う

ようにしなさいと、医療費の適正利用ということです。「適正化」というのは官僚用語で

は「抑制」ということを意味します。 

あとＮＤＢ、Nathional Data Base の略です。これは我々がかかっている医療の統計で

す。診療報酬とかのデータです。ＤＰＣというのは、包括的な診療報酬のものですが、こ

ういったデータを利用して誰がどの病院にどういうふうにかかっているか、あるいは同じ

耳鼻科でも幾つもの耳鼻科にかかっていないかとか、眼科も幾つもかかっているんではないか

とか、そういうものを見ながら自治体が市民に対して考えてくださいねという働きかけを強め

ようと、そうすれば全体として医療費支出目標に従って行動できるよということなんです。 
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最近ビックデータの活用とか言いますけども、ＡＩとかＢＤとか、「人工知能を使って

医療費抑制」とこの間雑誌に書いてありましたけれども、何をするかというと、病院に行

かずにロボットに話し掛けるんです。そういうところを真面目に考えて、そういうところ

に莫大な予算が付いているわけです。データヘルス事業、しょっちゅう病院にかかってい

る人に対しては、例えば自治体が案内するとか、文書とかで「あなたはちょっとかかり過

ぎですよ」「病院に行き過ぎではないですか」「薬を大量にもらい過ぎではないですか」と

かをもっともっと展開しようということです。それに併せて、先程からている川上から川

下へという政策、地域包括ケアシステム、つまり病院とかに頼らない制度を作ろうと、そ

れを地域で作り上げてくれというのが地域包括ケアシステムです。助け合ってねっていう

ことです。助け合いの土台があればいいですけども、多くのところではまだまだだし、そ

ういうところが崩壊してきたから今こんな状況になっているので、そんなにみんなで助け

合ってくれと言われても、なかなか土台をそんなに急にはつくれないのが現状かなという

ふうに思います。 

 

５．おわりに～地域で医療保障をつくる視点を～ 

最後ですけれども、今まで申上げてきたようなところがポイントになると思います。デ

ータに基づいた戦略をもって国保の改善に臨むということが大事かなと思います。実際に

は国保料というのはさらに高くなる可能性が非常に高いと思います。そういうデータを集

めて、改善していくということが大事かなと思います。国保料の計算方法でいうと、「人

頭税」もあります。国保は家族の人数が多いと高くなるという紀元前の税金の集め方を未

だにやっているということを近代社会においておかしいということをやっぱりもっと言っ

ていく必要があるし、これは与野党含めて合意形成が図れるところなので、こういう改善

できるところからもっと進めていくというのが大事かなと思います。 

（本稿は、当日の講演録を基に事務局で編集した原稿を講演者の了解を得て掲載したもので、
文責は事務局にあります。) 

【当日のレジュメ抜粋：５．おわりに～地域で医療保障をつくる視点を～】 
 
（１）国保を通じて、住民の声が生きる地域づくりへ 
① 医療と住民自治、地方自治がつながる契機でもある。みなさんの力の見せどころ。 

② データに基づいた「戦略」を持って国保の改善に臨むことが重要。 

③ 例えば、「子どもの医療費助成」と「障害者の医療費助成」に関する自治体へのペナ
ルティー問題。合意形成できるような部分は推進し解決を図る。 

④ 国保料の「人頭税」廃止へ。所得に関係なく家族人数が多いと負担が重くなる。 

⑤ ごくごく小さなきっかけでも政策は変わる。 ＊「国保が貧困を拡大する」 

⑥「言っても仕方がない」「変わるはずがない」という賢明な諦めは思うツボ。 

（２）地域で医療保障をつくる 

① 計画や方針に住民を当てはめるのは本末転倒。地域の医療需要や住民の生活問題を
科学的に分析・把握し、住民とともに地域づくりを進めることが社会的な役割。 

② 地域づくりの視点の１つ 

A)「困った人」は「困っている人」（例 ゴミ屋敷） 

B) 地域で一番しんどい暮らしをしている人を取りこぼさない地域づくり 

③ 地域で味方を増やす。サポーターの獲得。１点共同を様々なラインで。 

④ 社会保障の活動こそ経済活動そのもの。社会保障は地域経済に貢献する「持続性」
あるもの。「一過性」のものではない。地域内循環の仕組み。 

⑤ 社会保障とは、私たちが心に体に無理をせず、働き生きることができる社会づくり
を志向するもの。頑張らなくてもよい社会づくり。 


