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特集 国民健康保険問題（その２） 

○ 国民健康保険は社会保障制度です        …1頁 

国保旧法と新法の理念と国の責務の違いを整理します。 

今の国保の危機は国庫保持の削減が主因です。自治体も含めて 
国の責務を追及するため、国保の理念が法律に盛り込まれた経 
過を整理します。 

 

○ 国民健康保険の広域化とは           …6頁 

     埼玉県の国保広域化に関する研究会報告の内容についての批判的検討 
医療制度「構造改革」のなかで、国は医療保険の一元化をどのように 
考えすすめてきたか、それと国保の広域化がどのように関連し合うの 
かを整理します。 
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国民健康保険は社会保障制度です 

 

１． 社会保障を年々充実させる国の義務 

国保をよくするため第 1 に求められることは、政府・与党が日本国憲法を遵守する立場を

堅持し、国保を社会保障として再認識し、国の義務を忠実に果たすことです。私たちの運動

は、まずこのことを改めて重視する必要があります。 

あとで詳細に検討しますが、いま、私たちを襲っている国保の危機は、保険財政の危機で

す。しかも慢性化し、改善の見通しはまったくなし。この危機は、社会保障としての国保を

育成していくための国に課せられた義務を、国は果たさないばかりでなく、年々その義務と

しての国庫補助を削減してきたことに由来します。つまり国が招来した危機です。この点を

国は是正することなしに国保の基本的な改善は見いだせません。 

この秋、市町村の国保を改善する運動を強化せねばなりません。情勢がそのことを強く私

たちに求めています。その際、国保を社会保障制度として国に義務を巣たさせることを基本

とせねばならないように思います。その意味で、国保と国の責務についてここでは検討しま

す。 

 

２． 国民健康保険の目的と国の責務について 

（１）３つの国保法 第１条 

社会保障制度としてつくられたということを見つめなおすために、3 つの国民健康保険法

の冒頭部分をまずみていくことにします。 

その 1、「第 1章 総則 第 1条「国民健康保険ハ相扶共済ノ精神ニ則リ疾病、負傷、分娩

又ハ死亡ニ関シ保険給付ヲ為スヲ目的トスルモノトス」 

その 2、「第 1 国民健康保険の実施義務『市町村及び特別区は、この法律の定めるところ

により、国民健康保険をおこなうものとする』 」 

その 3、「第 1 総則に関する事項『 1・この法律の目的・この法律は国民健康保険事業の

健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的

とする』」 

その 3は現行の国保法です。それまでの国保法には社会保障も国の責務もありません。 

 

（２）国保は「相扶共済」 

その 1は、最初の国保法です。昭和 13年（1938 年）4月 1日制定のものです。第 2次世界

大戦以前のものですから、社会保障という言葉も概念もありませんでした。従って、社会保

障であるという規定は当然でてきません。 

国保の精神を「相扶共済」と規定しています。国保法施行 3 周年記念大会では、時の首相

近衛文麿の揮毫した「相扶共済」の額を関係者に配ったほど、当時の国保は、この精神の普

及に躍起になっていました。設立直後の厚生省で国保法の立案にあたった清水玄はこの言葉

を「国保が他の諸制度以上に全国民の隣人愛の高揚により、発展すべきものであることを表
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す言葉である」と解説しています。（「国民健康保険 20年史」・国保中央会刊） 

昭和初期の農業恐慌で疲弊した日本の農村を、きたる第 2 次世界大戦に備えて、富国強兵

策で活気づかせる政策のーつとして国保法が制定され、国保の普及が国策として重視されて

いました。国保の理念は、単なる助け合いではなく、富国強兵を国民が下からつくりだす。

そのための要が相扶共済です。 

 

（３）ただ国保を運営するだけなのか 

その 2 は、総理府に設置されていた社会保障制度審議会の医療保障に関する特別委員会が

昭和 30年（1955 年）11月に出した、「医療保障制度に関する勧告」に応える形で、国民健康

保険法の見直し作業がすすめられました。その結果、昭和 33年（1958 年）3月に厚生大臣が

社会保障制度審議会に諮問した国民健康保険法案要綱の冒頭の文章です。 

社会保障制度審議会は、これ以前の昭和 25 年（1950 年）に社会保障全般にわたる勧告を

おこない、各制度の整備を強く求めています。しかし、医療保障についていえば、疾病保険

では未適用者が多数存在していること、そのため国民の医療費負担にアンバランスがあり、

あらためて公平さが求められ、そのため医療保障制度の整備が必要となるとされていました。

いわゆる国民皆保険制度の確立です。疾病保険の未適用者の克服はひとえに国民健康保険の

拡充にかかっていました。1938 年創設の国民健康保険は、都市部には適用されていません。

そこで厚生省は社会保障制度審議会の勧告に応えて、国民健康保険法の全面的な見直し作業

にとりかかりました。 

厚生省が準備した国民健康保険法案要綱が掲げた、国民健康保険法の第 1 条に掲げるべき

文案でした。読めば明瞭です。ただ東京の特別区をはじめ市町村は国民健康保険をおこなう

ものとする以外、理念も国や市町村の責務にもふれていません。さすがに、その時点でも生

きていた国民健康保険法にある「相扶共済の理念」をかかげることはしませんでした。しか

し、この時の国保法案要綱には戦前の国保法同様、国の義務の書き込みはありませんでした。

社会保障という文言もなく、その心は戦前同様「相扶共済」そのままでありました。 

この厚生省の諮問案に対して、社会保障制度審議会は「国民健康保険法の制定について」

と表題をつけた答申書を提出しました。「真に国民皆保険制度の実をあげるよう、社会保障上

の基礎的条件を整備し、国の責務を明確にするよう配慮を要する。特に、給付率の引き上げ、

国庫負担の増額、医療機関の整備、診療報酬及び支払い方式の適正化、結核対策の拡充など

について今回の改正では不十分であり、国民皆保険の構図を打ちだしたとは認めがたく、さ

きに本審議会がおこなった『医療保障制度に関する勧告』の趣旨にもとづいて、早急に適正

な措置をこうずべきである」と国の姿勢を厳しくただしました。 

厚生省案は国民健康保険の強制実施については明確にしたものの、全体として国保法の改

正で国民皆保険制度が成立するとはいえ、国の責任を明らかにする点が欠けており、その点

が社会保障制度審議会から強く批判されたわけです。 

 

（４）国の責務の明確化 

その 3 は、この社会保障制度審議会の批判・要請に応えて、新たにつくり直した国民健康

保険法案要綱の冒頭部分です。 

そこには国保の現行法にもある通り、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社
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会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」は、まず国民健康保険は社会保障

として向上させていかねばならないと明記されました。 

その上で市町村及び特別区が国民健康保険をおこなう、と市区町村の運営責任を明確にし、

合わせて第 4 条で「国は、国民健康保険事業の運営が健全におこなわれるようつとめなけれ

ばならない」と国の責務を明確にしました。おなじく 4 条 2 項では都道府県は運営の健全化

のための指導をしなければならない、とも合わせて明記されました。国は単なる指導責任で

はなく「健全な運営の保障」が責務とされたのです。その責務の内容は、社会保障制度審議

会の答申にあります。「給付率の改善・国庫負担の増額・医療機関の整備・診療報酬及び支払

い方式の適正化」など、全体的に国保が医療制度として正しく機能するように、国民皆保険

が社会保障制度として」十分機能するよう保障する義務があるとされたのでした。 

単なる相扶制度ではなく、社会保障制度として機能するよう、国は国庫負担を増額して国

としての責務を果たすことを義務付けたのでした。 

 

（５）社会保障制度審議会の勧告の本旨とは 

ここで、あらためて社会保障制度審議会の「医療保障制度の勧告」の趣旨について見てお

くことにします。再三いうようにこの勧告の趣旨に沿い、現在の国民健康保険があらたな出

発をしました。 

この勧告はかなり長文です。国保にかかわる部分に絞ってみていくことにします。 

冒頭で国民健康保険の現状にふれています。「国民健康保険については、昭和 28 年より給

付費の 2 割に相当する国庫補助制度が採られることとなったが、総じて従来の赤字財政を解

決するにいたらず、したがって給付の改善もおこなわれず、その普及割合は対象となるべき

国民のおよそ半数をこえたに過ぎない。」とし、「注目すべきは医療における機会の不均等で

ある。疾病などが貧困の最大原因であることを思い、生命尊重の立場で言うならば、教育と

ならんで、医療の機会均等は最優先的に重視されねばならない」と指摘します。更に「この

ような機会不均等は社会正義の立場から、到底見過ごすことができないものがある」として

「社会保障の分野としては、年金、母子福祉をはじめ、相当立ち遅れている部分があるにも

かかわらず、この際本審議会は、あえて医療保障の問題をとり上げたゆえんは全くここにあ

る」と国民健康保険の充実を強く求めました。 

昭和 28年の国保法改正とは、それまで任意組合の国保運営を市町村の運営に切り換え、住

民に対しても強制加入としたことなどをさしています。それが十分機能していないのは、国

庫補助の不足にあると指摘しています。その上で給付率を 7 割に引き上げることを強く要請

してもいます。 

勧告の第 9章では「国庫負担と本人負担」という項を設定し、次のように指摘します。「社

会保障制度は、保険主義をとる場合といえども、その責任は国家にある。しかし、国家財政

の現状およびここ数カ年間の見とおしより考えれば、医療保障制度に対する国庫負担は、少

なくとも当分の間は、その対象をもっとも緊急度が高くもっとも有効と考えられるものに重

点を置かねばならない」として、その優先順位の決定は「医療の公平性が確保される方法」

でなければならないとしています。その上で「低額所得者に対する国庫負担」という項を設

けつぎのように指摘しています。 

「教育を受ける権利と同様に、医療保障制度はすべての国民に、被用者であろうと一般国
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民であろうとを問わず、またその事業の規模や賃金の高低に関係なく一定水準の医療をおこ

なうのが自的である」とし、このことは「保険の方法が採用される場合、最大の障害にある

のが、標準医療費に見合うだけの賃金や所得のない、いわゆる低額所得者の存在である。す

なわち、これに見合う保険料は到底負担できない」しかも、医療の機会均等のために保険に

強制加入させようとしているこの当時の保険未適用者、特にそのなかの約 1,000 万人の被用

者とその家族は、まさにこうした低所得者からなりたっている」と指摘した上で、国保につ

いて「国民健康保険に対する国庫負担」という項をもうけ、次のように指摘します。 

「国民健康保険では病弱者もすべて被保険者となるのが建前である。その上被用者保険に

おける事業主負担分にみあう保険料収入に欠けている。また、市町村の財政力や住民の貧富

にも大いなるへだたりがある。したがってこの調整などの理由から国庫負担が必要である。」

そのうえで、「恐らく国民はこれを納得するであろう」とも指摘しています。 

医療の機会はすべての国民が均等でなければならない。医療に見合う保険料の負担は低額

所得者には無理だ。国保はこれらの低額所得者が多いだけでなく、病弱者も加入が義務づけ

られている。被用者保険の場合長期療養者は最終的には退職という形で保険から排除される。

しかも被用者保険のように事業主の保険料負担もない。市町村によって財力に差があり、住

民にも貧富にも開きがある。医療の機会の均等はこのようなさまざまな格差を調整すること

によって実現する。その調整のために国家負担がある。しかもその国庫負担は国民が納得す

る、とも指摘する。 

このような勧告の本旨を国がきちんと受け入れて、（受け入れるまでにはおなじ勧告を 2度

もしているのだが）国保法が新しくつくりなおされた。その結果として国は社会保障として

国保を健全に運営する責務があるのです。 

国保の被保険者の現状は、この勧告がだされた 40年ほど前よりはるかに深刻な状況にあり、

従って国庫補助の削減などどこから見ても具体化してはならないのです。財源問題でいえば、

40年前に日本はいまよりはるかに貧しかった。いまや世界第 2の経済大国といわれて久しい。

今度の衆議院解散に際しての総理の談話でも世界第 2 の経済大国であることを強調していた。

その大国が、いまよりはるかに貧しかった国力でおこなえた事柄を実施できないことはあり

ません。 

政治に求められるのは、人権を尊び、人を大切にする心です。いまこそ人権尊重の社会正

義を貫かせねばなりません。 

政府が設置する審議会は制度を改悪するための審議会ですが、これまでは少なくとも改

善・改革のために政府に意見を申し述べることもある。その勧告は、現状をいかに国民のた

めに改革していくかについての指針として機能した。いつから、政府の言いなり審議会に堕

落してしまったのか、この点についても私たちは運動の活性化のなかでただしていかねばな

らないと思います。 

 

（６）国保が社会保障となるまで 

この章の最後に、国保のこれまでの動向の概要をまとめておきます。 

厚生省（現厚生労働省）は、ご承知のとおり昭和 13 年（1938 年）に発足しました。昭和

初頭の日本農業はまれにみる大恐慌に襲われ、農民の生活と健康は極限まで荒廃していまし

た。日本政府は、国民の健康や生活を省みるのではなく、農村の疲弊が日本の兵隊の体力が
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劣ることを恐れ、富国強兵・健民健兵策をすすめるために厚生省を設立したといわれていま

す。微兵検査の基準を低めても検査結果の改善はみられませんでした。それらの改善のため、

農村部に被用者同様の医療保険の普及を必要としました。厚生省の初仕事が国民健康保険の

創立でした。 

国家的要請でもあったのですが国の責任は曖昧で、先にふれたように「相扶共済」、農民相

互の助け合い組織として設立されました。そのため、国保の事務を司る組合の設立は任意と

され、加入もまた任意とされました。産業組合（現農協）や協同組合の医療機関の普及が下

支えとなり、国の予測を超えて一定のひろがりをみました。 

第 2次世界大戦後、国保は混乱・衰退していきました。その建て直しのため 1948 年（昭和

23年）これまで組合の運営であったのは市町村公営方式に切り換えました。任意加入制度を

改め、強制加入としました。しかし、国保を実施するか否か、国保の内容についてふくめて

各市町村の選択に任せました。「相扶共済」の原則はそのままでしたから、保険給付の内容・

保険料・受診時一部負担など、保険制度の根幹にふれる問題は市町村の財政状況を反映して

市町村格差が生まれ、保険の体をなさない状況となりました。 

1953 年（昭和 28年）、政府ははじめて国保への助成交付金の制度を創設しました。そのこ

とで保険料や給付のある程度の統一を諮りました。また国庫補助も給付費の 2 割を補填する

ことにしました。ただし、この補助は保険料の収納率で 3 段階の格差をもうけて、収納率の

高い組合を優遇しました。しかし、国庫補助率が低く、国保の財政改善や都市部への不況な

ど肝心な課題の克服にはいたりませんでした。 

ここに登場したのが前項で詳細にふれた、社会保障制度審議会の再三に渡る改善勧告でし

た。1958 年（昭和 33 年）の国保新法の成立ではじめて国の責務が明確になり、それなりの

国庫補助も増額され、徐々に国保も国民の医療の機会の均等に多少なりとも役立つものへと

拡充していきます。 

この大きな改善への流れ、社会保障制度として国の責務で国民の医療の機会均等のために

機能すべき国保は、やがてわが国の行政に流れ込んできた臨調行革から、社会保障「構造改

革」路線に翻弄されることとなります。 

あらためて、私たちは国保は保険であっても、社会福祉的施策による国の強力な財政支援

なしにはその社会的役割を全うできない。そのことに私たち自身が認識を新たにし、政府・

与党にもそのことを自覚させていかねばなりません。 
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国民健康保険の広域化とは 

～埼玉県・国保の広域化に関する研究会報告の内容と問題点～ 

 

１．３年前から広域化の検討が 

平成 21年 3月に発行された「国保の広域化に関する研究会」の報告書があります。この報

告書は埼玉県が定めた「国保の広域化に関する研究会設置要綱」にもとづいて、平成 18年に

設置された研究会が出した報告書です。 

この研究会は、①埼玉県内の市町村の代表、②埼玉県医師会長、歯科医師会長、薬剤師会

会長、国保連合会理事長、県の保健医療部長、その他会長が必要と認めた者によって構成さ

れます。 

自治体首長は、市長からは、さいたま・熊谷・川口・鴻巣・草加・越谷・新座の 7 市長、

町長からは毛呂山・滑川・寄居・宮代の 4 町長が任命され、新座市長が会長、毛呂山町長が

副会長をつとめています。 

一部の組合国保を除く国民健康保険は市町村が運営管理にあたっています。「国保の広域

化」とは、それを、都道府県に管理運営を移すということです。 

国保の広域化問題は、すでに内閣府で検討会をつくって検討に入っています。今年になっ

て、京都府が山田府知事の声掛かりで府庁に設立準備室を発足させて注目を集めています。

その他いくつかの県で知事の指示で検討中のところもあるらしいですが、全体像は把握でき

ていません。 

埼玉県では、3年前に研究会を発足させ、その結論をもとに、「国保の広域化に関する研究

会ワーキンググループ」をこの 3 月に発足させています。このグループは「市町村の国民健

康保険の広域化に関する実務的な検討をおこなう」としています。実施をめざし実務の検討

に入ったわけで、国保の広域化は具体化にむけて自治体レベルでの作業が開始されたわけで

す。埼玉県の国保課ではグループ作業のてはじめに県内の市町村にたいして、賛否を問うア

ンケート調査を実施しています。 

埼玉県の研究会の検討結果を中心に、国保の広域化とは何か。日本の社会保険や地域住民

にとってどのような意味を持つのか、検討します。 

 

２．保険財政への一般財源からの繰り入れ廃止が、広域化の目的か 

まず「国保の広域化に関する研究会報告書」（以下「報告書」）で、なにが語られているか

についてみていきます。 

報告書の冒頭「はじめに」では、「市町村の国保は、数次の医療制度改革によっても依然と

して厳しい制度運営を強いられている」とし、いかに保険財政が厳しいかを強調した上で「す

べての国民を対象とする医療保険制度の一元化（一本化）を図ることを」を、全国知事会も

全国市長会も強く要望してきた。この報告書は、「一元化」にむけての第 1歩として、研究会

での 3年間の検討結果を発表するとしています。 

厳しい制度運営の内容は「財政面での収支均衡をはかるため、一般会計からの繰入金が年々
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増加し、平成 19年度には本県合計 348 億円に達し、一般会計も含め厳しい運営を迫られてい

る」ことだと指摘しています。要するに厳しい国保の財政運営の改善の方途として、広域化

を選択するということのようです。 

一般財源からの繰入をしなければ国保が維持できない。そのような状況がなぜ生まれてい

るかについての分析は報告書ではなされていません。一つは国に義務付けられている国保へ

の財政補助が年々削減されてきていること。第 2 には、長引く経済の不況の影響で、労働者

の所得が減り、保険料収入が減少していること。リストラされた中高年者が無職か低所得者

となって大都市国保に加入し、医療費をおし上げていることなどが考えられます。これらに

注目せず、広域化による保険財政運営の効率化だけを狙う。それでは事態の改善にはつなが

りそうもありません。国保の広域化は、あすからの国保改善運動の重要な課題になります。 

 

報告書は2章から構成されています。第1章は「医療制度改革と市町村国保財政について」、

第 2章は「広域化に向けた取り組みと方向について」です。 

 

３．医療制度改革では改善されない 

（１）退職者医療制度廃止の影響 

① 退職者医療制度の廃止に伴う交付金の減額 

「医療制度改革と国保財政」では、後期高齢者医療制度の創設や退職者医療制度の

廃止など、平成 18年度以降積み上げられてきた医療制度の見直しが、市町村国保の財

政にどのような影響を与えているかについて検討しています。 

平成 19年度をもって退職者医療制度は廃止された。（ただし平成 26年度まではその

間の 65 歳未満の退職者等を対象にした制度は存続。）それにより、健康保険等の保険

者の拠出によって賄われていた療養給付金が減額になる。平成 19年度は約 1,324 億円

あったのが、平成 20年度には約 488 億円に減る。836 億円の減額。 

② 前期高齢者に係わる財政調整制度の創設に伴う交付金 

各医療保険への前期（65 歳から 74 歳）の加入率が、全国平均より高い保険者は交

付金を受け取り、低い保険者は納付金を拠出するのがこの財政調整。 

市町村の国保は前期高齢者の加入率が（平均だと30 %）高い。全国平均は（約 12％

程度）で、低い保険者（健康保険組合・共済組合など）から「前期高齢者交付金」が

交付される。（注・この制度がスタートした直後、西濃運輸とか食品などの健保組合が

解散し、きようかい健保に転換したのはこの交付金の支払いを免れるため。）埼玉県の

場合、平成 20年度には約 1,085 億円（11ケ月分相当）が交付された。 

③ 埼玉国保財政への影響 

埼玉県の国保財政への影響は、退職者医療制度の交付金の減額が 836 億円に対して、

前期高齢者交付金が 108 億円で、差し引き 249 億円が増額されたことになる。 

 

（２）老人保険制度の廃止の影響 

① 老人保健制度の廃止での拠出金の減額 

平成 19 年度をもって老人保健制度は廃止（一部経過措置あり、若千の負担『平成
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20 年度は約 180 億円』が残る）。 

② 後期高齢者医療制度の創設での支援金 

後期高齢者医療制度は、埼玉県広域連合が運営する。費用は、患者の一部負担、公

費負担、後期高齢者負担の保険料の他に、各医療保険者からの「後期高齢者支援金」

で賄われる。この支援金（全国ベースで必要とされる支援金総額『後期高齢者の医療

給付費の 4 割』を、74 歳以下の人口で除した額、『平成 20 年度は一人当たり 38,217

円』に被保険者数を乗じたもの。 

埼玉県では平成 20年度の総額は 801 億円（11ケ月分相当）の負担となる。 

③ 埼玉県国保（市町村国保の総額）財政への影響 

平成 20年度の影響は、後期高齢者支援金…801 億円。老人保健制度経過措置の負担

金 180 億円、合計で 981 億円の支出。老人保健制度への拠出金（平成 19年度）は 1,167 

億円。差し引き 186 億円の支出の減少が見込まれる。 

更に、国保から後期高齢者医療制度に移行した国保の被保険者は、平成 20 年度で

210 万人。保険税収入は平成 19年度で 265 億円であったので、その分減収となる。 

要するに、支援金等の減額が 186 億円。保険税収入が 265 億円。結果として 79億円

国保財政はマイナスとなる。 

 

（３）特定健診等の影響 

メタボ健診と保健指導の経費は、国と県の一定の負担があるが、市町村国保の財政負担が

増える。平成 20 年度の実施率 40・5％。単価 8,900 円、564 千人実施で、45・2 億円。国と

県の交付金が 19・4 億円。市町村国保の負担増 25・8 億円。（注・この経費は、憲法 25 条の

公衆衛生として国が持つべきものを） 

 

（４）市町村国保財政への影響 

歳入面では ① 療養給付金等の交付金の減額   ▲836 億円 

② 前期高齢者交付金の純増     1,085 億円 

③ 国保税の減           ▲265 億円 

計            ▲ 16 億円 

歳出面では ① 老人保健拠出金の減        987 億円 

② 後期高齢者支援金の増      ▲801 億円 

③ 特定健診費の増         ▲ 26 億円 

計             160 億円 

合計（収支）        144 億円 

 

報告書は以上のように医療制度改革の国保財政への影響を試算した上で、次のように結論

づけています。 

今次改革により「平成 20年度以降、市町村国保財政はやや改善が見込まれる」しかし、医

療費は毎年 3～4％（一般被保険者に係わる医療給付費で 110 億～140 億）程度伸びており、

今後、急速な高齢化の進展等に伴い、医療費、後期高齢者支援金及び介護納付金等が増大す

ることは必至の情勢である」として、「一般会計からの法定外繰入金に依存する財政体質から
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の脱却は困難」と結論づけています。 

 

４．早期に広域化の実現へ 

では報告書は、広域化にむけての方向性についてどのような提起をしているか、みていく

こととします。 

 

（１）広域化への基本的考え方 

広域化の場合、その実施主体をあらたな広域連合とするとしています。 

その理由を、①広域的行政の推進に適している、②構成団体で規約の変更などが要請でき

るので自主的な組織である、③広域連合の議会や議員は選挙が義務付けられているから民主

的な組織である、の 3点をあげています。 

おなじ広域連合制を採用している後期高齢者医療制度には、医療給付費の 7％を負担して

いる県が構成国体に加わる必要があるのだが、現行制度ではそれはかなわない。従って、後

期との一体的運営が望ましいが、現行では不可能なので、新しい広域連合を組織するとして

いる。 

広域連合は、国保に関するすべての業務を所管するともしています。保険料の賦課・徴収

から、窓口業務にいたるまで広域連合の責任でおこなう。県内 70市町村（さいたま市は各区

に）の庁内に支所を設置するとし、広域化のメリットについて、①小規模市町村単位では財

政リスクが高すぎる、②人員が削減できる。現在市町村の国保課には 1,282 人の職員（その

他に業者委託あり）が配置されているが、広域化により 640 人に削減できるとしています。

それによる人件費の削減は、平成 19年度の一般財源からの繰入額の 11％に相当する 38億円

程度になる。 

更に、電算システムの一元管理によりコストの削減年間 10億円程度の削減も見込まれると

しています。 

 

（２）広域化での問題点と対応策 

１）職員の問題 

広域連合の職員は、組織としての自立性・独自性・指導力発揮などのため、独自採

用制として、職員のプロパー化を計画的にすすめる必要を示唆し、一定数は支所の職

員は当該市町村の職員の兼務もありうるとしています。 

２）保険税の問題 

税方式を採らず、保険料とする。賦課方式は 2方式とする。 

（注）保険料の賦課方式には、応能割額と応益割額の組み合わせでおこなうことに

なっており、それには下記の 3つの方式がある。その中の 2方式にするということ。

つまり、所得割と被保険者均等割りを 50％組み合わせた賦課方式とするということ

です。 
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区分 ４方式 ３方式 ２方式 

所得割総額 百分の 40 百分の 50 百分の 50 

資産割総額 百分の 10   

被保険者均等割総額 百分の 35 百分の 35 百分の 50 

世帯別平均割総額 百分の 15 百分の 15  

報告書によれば資産割方式は採用しない。その理由としては、①都市部と農村部と

では固定資産税額に大きな格差がある、②固定資産税額に賦課するため 2 重賦課にあ

たるとする批判がある、③資産をもっている人には負担が重すぎる、④後期高齢者広

域連合は 2方式である。 

３）資産把握に多大なコストが必要。 

また世帯別平均割も採用しないのは、単身世帯が多く、平均割は少人数世帯に過大

な負担を掛けることをあげ、平均割をも採用しない理由の説明としています。以上に

より 2方式は住民の理解をえやすいとも説明しています。 

４）広域化による保険料負担増も 

広域連合では一般財源からの繰入はできなくなるので、被保険者の負担が増加する。

広域化で市町村間の保険料格差はなくなるが、逆に急激な負担増となる被保険者が確

実に相当数発生する。この対策も必要で、①財政負担や財源の在り方について国に要

請する、②激変緩和措置をとる、③当面市町村が一定程度負担する、など対策が必要

ともしている。 

５）その他の課題 

その他の課題としては、第 1 に、保険料の収納率の低下（広域化による）が懸念さ

れています。その対策としては、広域連合は支所に徴収専門部署を設け、徴収と滞納

処分等の業務をすめる。口座振替などの徴収推進策をすすめる。 

更に、医療保険者に義務付けられている特定健診・保健指導の実施の際に、市民と

直結している市町村の衛生部門と広域連合との調整役として、広域連合側が独自に保

健師等の職員を一定数配置することも必要だとしています。 

また、電算システムの構築も必要で、そのための予算（約 20億を想定）が必要とも

指摘している。 

広域化による唯一のメリットとしてあげている国保担当の職員の削減によるコスト

削減も、逆に広域化による経費増（職員増も）考えると、削減効果ものみこまれてし

まいそうです。特に、電算化のための費用の目測を誤ると持ち出し部分が増える結果

もありえます。 

 

５．広域化への移行時期 

できるだけ早期実現を期すとしています。すでに政府の地方分権推進本部では、広域化は

検討中で、平成 21年度中には結論をだすとしています。むしろ埼玉県としては、この研究会

の成果について国に提言していくともしています。 
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６．メリット不明・保険料は大幅引き上げ 

報告書はその研究の結論として、「医療保険制度間の負担の不均衡を抜本的に改善するため

には、ナショナルミニマムの部分は国が責任を持った『公的医療保険制度の一元化』が不可

欠である」と結論づけています。それは「『国民皆保険制度』を堅持するために改革に向けて

最大限の努力を惜しまない」と、決意を吐露して報告書をしめくくっています。 

一言でいうと、医療費削減のための国の医療制度改革に期待をよせていたが、結果として

はこれからの医療給付費の増大は避けられない。それに備えるためには、70市町村の国保が

まず一本化していく必要があり、広域化は早急に実施したいとしています。 

保険財政の困難を解決するための広域化であるとしながら、広域化による保険財政の改善

は具体的に説明していないばかりでなく、広域連合には県などの一般財源からの繰入は不可

で、それによる保険料の増額、並びに保険料格差は是正されるが、そのために急激な負担増

となる被保険者が相当数発生することも予測しています。 

このままいくと、広域化によるメリットは、一般財源から繰り入れせずに済む県と市町村

に多少の財政効果が見込まれるが、被保険者はかなりの保険料負担増を強いられそうです。

その他、広域化による良い点は何等説明されていません。 

 

７．「国保の保険者は市町村」をめぐって 

報告書はどこを読んでも国保の保険者が市町村とはいかなる理由によるものかについての

検討した形跡はないように思います。県に統一した方が財政的効率がよい（報告書を読む限

り、そして現実的にも顕著に効率化がすすむとは到底おもえない）との結論以外、市町村で

の運営にこれまでの経過も先行きどのような課題があるかについても検討した様子は伺えな

い。はじめに広域化ありき、という議論のしかたは問題です。 

 

（１）郷土的共済としての市町村 

この点について、まず国保がどのような経過をたどってきたかをみておきます。 

国保の創立は、昭和の農業恐慌で疲弊した日本の農村の放置は、第 2 次世界大戦の準備過

程にあった当時の日本にとっては許されることではなかった。富国強兵、健民健兵のための

対策としての国保の登場でありました。従って、その趣旨は相扶共済です。国保法案の国会

での説明にあたった河原田稼吉内務大臣は「本案の骨子トスルトコロハ相扶共済ノ精神ニ則

リ国民健康保険組合ヲ設置セシメ、此ノ組合ヲシテ健康保険事業ヲナサシメントスルトコロ

デアリマス。本組合ハ原則トシテ従来郷土的団結ヲ有スル市町村ノ区域ニ依ルコトトシ」と

説明しています。ここでいう「郷土的団結を有する区域」、すなわち相互扶助組織として、保

険の維持運営を行わしめる区域が市町村であったというわけです。しかもこの郷土的共済組

織は古くから定礼として福岡県下でいくつもの実績もありました。東日本の農村では薬師講

などの互助組織もあり、医療をめぐる「郷土的共済」機能はかなり働いていました。政府を

して保険の区域を市町村としたのも根拠があることでもありました。 

市町村問題が、単純にこのことだけであるなら、第 2 次世界大戦後の新憲法のもとでの社

会保障制度として生まれ変わった国保の維持・管理には、県でも市町村でもよかったはずで
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す。国保新法での市町村が保険者には意味がありました。 

 

（２）国保は公営・だから市町村 

国保は、発足以来一定のひろがりはみせたものの、第 2 次世界大戦の敗戦により、その以

前から抱えていた経済基盤の脆弱性が一挙に吹き出た形となり、敗戦直後には深刻な危機的

状況下に置かれていました。その克服のための国保法の改正が 1984 年（昭和 23 年）に行わ

れました。この時の最大の改正点は、国民健康保険を公営化することでした。そしてその舞

台を市町村としたのです。それまでの国保は、区域は市町村でも区域内に保険組合をつくり

これに保険事務を行なわせるというものでした。公的には責任を負わない。それでは国保の

普及はすすまない。財政危機の克服には公的責任の明確化が不可欠でした。国保の公営化、

その執行機関として市町村が選ばれたのです。 

この時に市町村が選ばれたのは、当時日本を占領していたＧＨＱの勧告もあったりしまし

たが、主要には、国保を普及するためには公営つまり社会保険としなければならない。社会

保険であるならば世帯主だけではなく家族全員の強制加入を求めねばならず、保険の公的性

格の明確化のためと、事務が市町村の行政とも関係が深いということで「市町村が事務を行

う」としたわけです。 

この点については、いまでも事情は変わらないと思います。報告書がこの点についての検

討を行った形跡はありません。 

 

（３）市町村の義務としての国保運営へ 

1957 年（昭和 32 年）に厚生省は、社会保障制度審議会の勧告もあり、かねてからの懸案

であった国民皆保険制度の実現のため、国民健康保険法の改正案を国会に提出します。この

改正で市町村のこれまで任意とされていた国保事業を義務化しました。同時に、社保審の勧

告もあり、国の責務を明確にしたうえで国保は国の団体委任事務とし、全市町村が義務とし

て国保事業を実施することとしました。 

市町村が国保事務を扱うという事で、例えば国保事業のうちの保健事業が充実してくるこ

と、国の責務としての補助金の各国保の実態に応じた適切な支給や、医療機関の運営・拡充

など、市町村国保であるが故に多様な有効的措置が可能となりました。国保が市町村によっ

て運営されてきている事は、社会保障制度としての国民健康保険事業の発展には非常に有効

でした。 

この点について一切言及する事なしの広域化の推奨は、単なる保険財政の効率化というよ

りも、保険財政のつけを国民に保険料引上げなどでそのまま背負い込ませるためだけの広域

化のように思えてなりません。 

 

８．国の広域化議論の内容について 

（１）古くからあった保険の一元化 

国保の広域化は、いわゆる医療保険制度の「一元化」論に属する問題です。一元化はいま

急に浮上してきた議論ではなく、古くは自民党の「国民医療対策大綱」にまで遡ることがで

きます。「大綱」では、「現行医療保険制度の体系を抜本的に再編成し、国民保険制度と勤労
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者保険制度の二本立て、即ち、現行の国民健康保険の被保険者達のほか、被用者保険の扶養

家族をも給付の対象として行われる地域住民のための国民保険と、職場で働く勤労者のため

の勤労者保険とすること」と提起していました。 

その後紆余曲折があるものの、この二つの保険の他に老人医療保険を別立てにした 3 つの

医療保険に統一していく。そんな方向が提起されていました。 

第 2 臨調主導の行政改革が開始されると、都道府県単位での医療保険の一元化が模索され

始め、しかも、保険財政の赤字を理由に、給付率の引き下げを積み上げていきます。その際、

国保を軸にした医療保険の一元化を念頭に、その具体化として被保険者本人の給付率を 7 割

に引き下げます。 

 

（２）不況が保険財政を直撃 

2000年代に入り、日本経済の長期にわたる不況が保険財政を一層悪化させたばかりでなく、

これまで社会保険として遭遇したことのないできごとが発生しました。 

2001 年に厚生労働省が出した「医療制度構造改革試案」では、あらたな理由によりあらた

めて医療保険の一元化の重要性が提起されました。 

2001 年 9 月にだされたこの「試案」は、「少子高齢社会に対応した医療制度の構築」と副

題がつけられ、「今後平成 14年（2006 年）度予算編成までに成案を得、所要の法律改正案を

次期国会に提出するものとする」とことわりをつけて公表されました。この「試案」の 3 章

「持続可能で安定的な医療保険制度の構築」のなかで、「産業構造の変化や就労形態の多様化」

等、新たな事態に対応できる医療保険の「制度横断的な課題」の解決が必要であると指摘し、

医療保険制度の一元化の必要性を強調しました。 

この中で各医療保険の現状を保険ごとに分析しています。各医療保険の保険財政の危機が

どのような理由によるものか、興味深い分析をしています。国保の広域化問題を検討する上

でも視野にいれておきたい事柄ですので、少し長い引用になりますが、みていくことにしま

す。 

「国民皆保険制度実施 40年後を経た現在、被用者保険と国民健康保険の二つの体系から成

り立つ現行制度は、以下のような問題に直面している」と断った上で、各医療保険が直面し

ている問題を以下のように述べています。 

① 健康保険組合 

「個々の組合の財政状況や規模に大きな格差が生じている。また、近年、母体となる

企業経営の多角化やグループ経営の進展など、企業の経営形態の多様化が進んでおり、

こうした変化に対応するとともに、保険運営の安定化を図るため、組合の統合・再編の

必要性がある」 

● 健保組合の母体である各企業が経済不況の深まりで企業間格差が生じ、それが直接

保険財政を危うくさせている。企業の効率化・合理化策が進むにつれ分社化なども

進み被保険者の分散化もおこり、保険の基盤の脆弱化がすすみ、保険組合の統合や

再編の必要がでてきている、との指摘です。 

② 政府管掌健康保険 

被保険者が「主として中小企業の被用者としているところから、近年、被保険者数

や平均賃銀が減少し、保険料収入が伸び悩むなど厳しい状況にある。」更には、保険者
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としては規模が大きいため「被保険者や事業主の状況を詳細に把握することができな

い等から、適用及び保険料の徴収、保健事業の推進等の面で保険者機能の発揮に限界

がある」 

● 前半の文章は文字通りそのまま理解すればいい。後半の保険者として規模が大き

い。これは社会保険庁の運営管理に限界があるとの指摘です。これをうけて 2008

年 10 月から、政府管掌の社会保険は解体され、社会保険事務所が事務を行う方式

を改め、都道府県単位で知事が設立した特別法人に移管されています。きょうか

い健保です。その趣旨は、都道府県ごとに保険給付費や保険料の賦課・徴収状況

を毎年検証させ、保険財政が赤字にならないよう毎年保険料の検証・設定を行う

ことにしています。厚生労働省は、このことを社会保険の民営化の第一歩と評価

しています。後でふれますがこのきょうかい健保は後期高齢医療広域連合方式を

踏襲したものです。それらを視野に埼玉県の国保広域化論も急浮上してきている

のだと思います。 

③ 国民健康保険組合 

「小規模保険者の増加が財政運営の安定化等の観点から問題視されている一方で、

大規模の保険者は、保険料の収納率が低いといった問題を抱えている。また、高齢化

の進展や近年の厳しい経済情勢等を背景に、負担能力の低い高齢者や無職者が急速に

増加していること等により、市町村の一般会計からの繰入が多額に上っているほか、

保険者間で医療費や保険料の水準に大きな格差があることも指摘されている」 

その上、これら個別医療保険内での問題のほかに「制度横断的な課題として、産業

構造の変化や就労形態の多様化といった近年の新たな状況に対応する必要があるとの

指摘もある」と新しい課題のあることも訴えています。 

そのうえで、①国民の間に著しい負担や給付の格差が生じないこと、②給付に必要

な保険料の徴収など保険者事務が着実に行われること、③効率的な保険運営が確保さ

れること、が必要だと指摘しています。今後、以上のことを念頭に医療保険制度の改

革に取り組む必要があるとした上で、特に、国民健康保険の今後を考えるとき、保険

者間の統合は避けて通れない、と強い口調で国保の再編・強化を訴えています。 

● この項には多くの問題があります。小規模保険者とは過疎地域の小規模町村の国

保のことです。これまでの国保問題は主としてこの小規模国保の問題でした。人

口減少・高齢化、保険料収入の減少と医療費増。経済不況が進むなかで大規模保

険者、つまり東京・横浜・名古屋・京都・大阪など大都市部の国保に深刻な問題

が発生してきているというのです。 

高すぎて支払えない保険料、故に滞納の増加です。更に、厳しい経済事情を背

景に発生した「負担能力の低い無職者」の急速な増加とは、リストラされた中高

年の労働者の国保加入が増加しているということです。彼等は所得が無いか極端

に低い収入でしかも扶養家族を抱え、病気もちが多い。被保険者が増えて保険料

収入が抑えられ、保険給付費だけが増える。これまで比較的安定していた大都市

部の国保の財政危機が年ごとに拡大してきている。国保の財政危機がこれまでと

質の違う内容に拡大していっているとの指摘です。 

労働者が失業すると国保加入が義務です。就労すると社会保険。雇用形態の多
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様化で、このことが、国保と社保の出入りが頻繁に行われる。青年層は国保は手

続きをしない。これらを正確に把握し、確実にすべての人びとから保険料の徴収

を行わねばならない。制度の横断的措置が必要との指摘です。 

2010 年からの診療報酬請求の義務化で、社会保険証への一本化がすすめられて

います。これまた新しい事態の到来です。広域化問題が持つ複雑な側面の一つで

す。 

 

９．医療制度構造改革と一元化 

埼玉の報告書は「国民皆保険制度を堅持していくための医療制度改革は（中略）逐次実施

されている」として、そのことにより市町村国保がどの程度の医療費の削減に成功している

かの試算をしてみせています。その「改革」とは、前章でふれた 2001 年の「医療制度改革試

案」の中では、「制度改革については、所要の改正を次期通常国会に提出する」と予告してい

たものです。 

 

（１）2005 年の「医療制度改革試案」 

その骨格を示しているのが 2005 年 10 月の「医療制度改革試案の概要」です。これも徹頭

徹尾、医療費（保険給付費）の削減策を多角的に提起しています。この第 3 章が「都道府県

単位を軸とする医療保険者の再編統合」です。「保険財政運営の規模の適正化、地域の医療水

準に見合った保険料水準の設定のため、保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統

合を推進する。これにより、保険財政の安定化を図り、医療費適正化に資する保険者機能を

強化する」として、まず、医療保険を都道府県単位で再編統合することを明確に提示してい

ます。その理由は、消費した医療費と保険料の会計を明確にさせるために適切な保険者の規

模として、都道府県単位での再編をすすめるとしています。医療費の適正化（削減）を遂行

できる保険者としての機能強化をすすめるとしています。 

ここではっきりしているのは、都道府県単位での医療保険の一元化、埼玉の報告書では、

それにいく前の段階での国保の県単位での統合（広域化）の目的は、ひとえに消費した医療

費と保険料の関係を明確にしうる適正規模・適正区域としての県での一元化です。 

 

（２）経済不況と国保の新たな危機 

ついで、個別の医療保険について言及しています。 

① 国民健康保険 

国保については、小規模国保の財政安定化を図るために国保の広域化をすすめる。

そのために都道府県は積極的な役割を果たすことを求めています。 

ついで広域化をすすめる目的を「保険財政の安定化と保険料の平準化」に求めて

います。そのなかで公費負担の在り方についても総合的に見直すとしています。埼

玉県の報告書は、まさに国のこの要請に忠実に応えているものといえます。 

保険料の平準化については、数年前各地で強行された「平成の町村合併」で、小

規模自治体が吸収されていく、規模の大きい自治体の保険料や地方税に「平準化」

されたことで、多大の住民負担が増えた経験を思い出すだけで、そのマイナス面は
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明瞭です。格差是正や不公平是正といわずに平準化という言葉は、単に平らにする、

高い水準で平らにされようと、とにかく平らにする。格差是正でも公平化でもない、

ということです。 

② 政府管掌健康保険 

平成 20 年（2008 年）10 月を目途に、国とは切り離し、全国単一の公法人の保険

者として設立すると提起しています。この点は再三指摘しているように、すでに終

了しています。都道府県単位の知事を長とする、限りなく民間法人に近い公法人に

してしまいました。その目的は「都道府県単位での財政運営を基本として、都道府

県ごとに地域の医療費を反映した保険料の設定をする」ことにあります。 

民主党が社会保険庁の事務の杜撰さを指摘し、社会保険庁の廃止を強く国に要求

し、世論の喝采をあびていました。国はとうの昔に社会保険庁の解体を目論見、民

主党とは違う目的で事を進めています。それは、国民の利益に反する内容です。社

会保険にあるまじき、消費した医療費を保険料で回収する、それを効率よくすすめ

られる保険規模をつくりだすために社会保険庁の解体が行われたのです。民主党の

議論は、みごとに政府の悪事を隠蔽する煙幕の役割を果しているのです。 

③ 健康保険組合 

同一都道府県内での健康保険組合の再編・統合の受け皿として、企業、業種をこ

えた地域型保険組合の設立をすすめるとしています。 

前章でみてきた、経済不況の影響をまともにうけて、健康保険組合、特に企業規

模の小さい健康保険組合を、都道府県単位で再編成していくという方針です。ただ、

後期高齢者・前期高齢者への支援金が増え、若年層の被保険者の多い健康保険組合

では負担増が厳しく、小規模健康保険組合の解散が増え始めています。 政府として

は、その行き着く先がきょうかい健保ですから、この方針と方向性では一致してい

ます。それなりに方針の具体化はすすめられているということになっています。 

このように医療保険制度再編についての国の方針をみていくことで、埼玉の報告

書の持つ意味が鮮明になってくると思います。 

やがて、健保のきょうかい健保も、市町村国保も、なにを基軸にするかはともか

くとして、都道府県単位での統合・一元化へと駒をすすめていくことになります。 

 

実は医療保険制度の一元化については、後期高齢者医療制度の広域連合が一つのモデルの

役割を果しています。そのことについては次号で検討します。 
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○ あと数号は、国保問題に絞ります。この秋、後期高齢者医療制度の廃止を確実

にする運動に取り組みつつ、国保改善の運動を旺盛に展開することが求められ

ています。 

 

○ 各地の広域化の動きについて、お知らせください。県の方針や審議会報告など

ありましたら、送ってください。 

 

○ 国保問題は複雑な面を持ち、市町村での運動が軸になりますので、運動展開が

困難な面をもっています。とりあえず、小規模でいいので、学習活動を強化す

る必要があります。 

  

なんらかの形で、国保問題を一冊にまとめた小冊子をつくります。 

各地での学習会に伺います。日高連事務局に連絡してください。 

わかりやすく解説し、闘いの方向性についても具体的に提起するようこころがけ

ます。 

 

 

☆ 高齢期運動リポート ☆ 

どうぞ増刷して活用してください。次号に期待ください。 

篠崎次男 
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