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後期高齢者医療の廃止を！ 
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（本日の日程概要：なお、状況に応じて前後することがございますが、ご理解お願いします） 

第 1 部：「２・１高齢者中央決起集会」（会場）社会文化会館   

  9：30 開場 

10：00 開会 

    主催者あいさつ 

    学習講演 

    「後期高齢者医療制度をめぐる情勢とわたしたちの運動の意義と課題」 

       講師：篠崎次男氏（日本高齢者運動連絡会顧問） 

    集会決議の提案・採択  

11：30 閉会 

 

移動・・午後の会場である、衆議院第 1議員会館へ歩いて移動します。 

昼食・・議員会館の地下の食堂で、食事ができます。 

     

第 2 部：国会内集会 （会場）衆議院第 1議員会館 第 1 会議室 

13：00 第 2 部 開会 

    主催者あいさつ 

    各政党、国会議員のあいさつ 

    各地・各団体の活動報告 

    集会のまとめ 

    議員要請行動の説明 

14：00 第 2 部 閉会 

第 3 部：国会議員への要請行動（今回は衆議院議員を訪問） 

14：00 2 人で組を作ります。 

その組で１０人の国会議員の議員室を訪問し、要請しましょう。 

     

＜訪問袋＞ 組ごとに、訪問先の議員名､部屋番号が書いてあります 

① 各議員への要請文書があります 

② 各自が地域で集めて持参した署名用紙なども訪問時に手渡しましょう 

③ 自分の声、仲間の声など、高齢者の声を議員にお話しましょう 

④ 訪問後は、簡潔に訪問の様子を記録しましょう（袋の表紙に記載欄） 

⑤ 訪問終了されたら、事務局に訪問袋（記録）を集約して、お帰りください。 

 

寒い中、２・１高齢者中央決起集会へのご参加ありがとうございました。 

後期高齢者医療制度の廃止実現まで、地域で粘り強く運動を広げましょう。 

どうぞ、お気をつけてお帰りください。 
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後期高齢者医療制度をめぐる情勢と 

わたしたちの運動の意義と課題 
2010年 2月 1日 
日高連 篠崎次男 

１．私たちの運動が作り出した新しい情勢 

・ 政権交代・・国民が力を合わせれば盤石にみえた自公政権の交代も実現する 
・ 私たちの長年にわたるたたかいの積み上げが大きく貢献している 
・ 後期高齢者医療制度廃止の大きな意義をかみしめ、本格的な社会保障の確立にむけて一

踏ん張りを 
 

２．自公政権の「構造改革」で命と生活が危機に 

（１）2000 年代に入り織密に設計されていた筈の医療・福祉制度が機能不全に 

① 医療と介護の「崩壊」 
② 深刻な医師不足 
③ 地域医療の危機的状況 
④ 頼りにならない介護保険制度 
⑤ 世論に押されて 2年間に 7回もの見直しをしたあやふやな医療制度 

…後期高齢者医療制度 
⑥ 自治体病院の統廃合・保健所の再編縮小 
⑦ 医療と保健の市場化の広がり 
・ 健康増進法で「特定保険食品」の氾濫 
・ 社会保険の改悪で営利医療保険の急成長…国民のいのちと健康への不安は頂点に 
 

（２）労働法制の改悪がもたらした深刻な雇用問題 
① 雇用形態の多様化が生み出した膨大な不安定就労層 
② 激増する低所得労働層 
③ 賃金引き下げ・労働時間の短縮で、正規社員も稼働収入の激減 
④ 健康保険組合も きょうかい健保も 国民健康保険も…被保険者減・保険料収入減・医    

療費増で危機に 
 

（３）日米プラザ合意・新自由主義の保健・医療・介護政策の破綻 
① 1985年・・プラザ合意・・社会保障や保険・金融分野での規制緩和・市場原理の導入 
② 小泉「改革」路線の社会保障壊し 

1980年代初頭までは社会保障制度の遅れを自覚した・・拡充策を 
1983年…臨調行革の医療版スタート。 
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老人医療費無料制度の廃止・老若の格差是正を掲げて老人医療の改悪の積み

上げへ 
2005年…小泉によって・・医療制度構造改革路線に変質・・社会保障壊しへ構造改革

による医療と介護の崩壊 
その要の役割を担わされて登場した後期高齢者医療制度・・それへの国民批判が政権交

代の契機の一つに 
 

（４）それは健康保険本人 1割負担反対から広がった 
① 直接的には老人対策として始まった医療制度改悪 

1982年…厚生省「国民医療費適正化対策第 1次対策推進本部」設置 吉村仁保険局長(当
時)の私案「医療保険政策の構想」に基づく医療制度の抜本改悪作業に着手 
この年・・予算編成にゼロシーリング制導入。翌年マイナスシーリングヘ 

1983年…吉村私案に基づく「今後の医療政策」を公表。 
21世紀の医療政策として医療費の計画的削減策を 5点にわたって提示。 

●８種類の制度に分立し、ライフステージによって加入する制度が異なり、制度によっ

て負担と給付が違う医療保険制度の「公平化・一元化」をめざす 
●疾病の変化(感染症から成人病へ)に相応しい保健思想(健康保持・疾病予防自己責任)
の普及と定着のための施策を 
●「今後の医療政策」の具体化としての、生活習慣病(メタボ)対策、地域医療圏の設定
と医療機関のランク付け・病床の制限、介護保険・健康増進法・後期高齢者医療制度

の創設へ 
② 1984年の医療保険の大改悪 
・1983年…老人医療費無料制度の廃止…老人保健法の施行についで本格的な健保改悪へ 
・経済成長・国家財政最優先の医療政策の登場 
・本格的な「医療費適正化対策」としての保険制度の改悪 
給付の大幅な引き下げ…本人 8割給付…当面 1割負担で国保の水準での一元化策 
国保への配慮なしに高額療養費制度の導入(国民には改善・国の狙いは老人医療費 3割
負担の国の持ち分の大部分を保険に転化するための措置) 

給食材料費・医薬品の一部保険給付外(反対でこのときには見送り) 
特定療養費制度の導入…混合診療の第 1歩…緩慢な社会保険の民営化への移行措置 
大学での先進医療の一部、部屋代の一部、歯科材料費の一部などの差額医療の公認 
高額所得者の保険適用除外(提案だけで具体化せず) 
退職者医療制度の創設…公平化措置・保険間での財政調整(保険同士の助け合い) 
国保への国庫補助(給付費の 5割負担)の引き下げ 38%へ 
日雇い健保の廃止 
●社会保障制度審議会が異例の批判「財政対策のみで医療保険の趣旨に照らした検討が

不十分」と 
●これほどの制度見直しが大きな修正なしに国会で成立したことを政府は誇示 
●この年に実施された総選挙の最大の争点として・・わたしたちは大闘争を展開 
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それまで署名は 400万人前後・・このときには 2000万人を超える反対署名が 
日本医師会も独自に署名活動をはじめる 
以後、現在の 4000万人を超える反対署名の組織化の基礎を築く 

③ 1989年の参議院選挙で自民党単独過半数の維持ができなくなる 
社会党(当時)や公明党を仲間に引き入れ、ようやく過半数を維持できる状況へ 
●2009 年の政権交代は、健康保険本人 1 割給付反対・老人医療費無料化廃止反対の運
動から、いままでのわたしたちの粘り強い運動で、医療改悪反対・・後期高齢者医療

制度反対の世論が多数派に成長したことも政権交代の重要な要因に 
 

３．医療保険の一元化・国保の広域化をめぐって 

（１）8つに分立した社会保険 

① 4大階層に国民を分断支配する社会保険制度 
・ 国家公務員・教職員は共済組合 
・ 大企業は健康保険組合 
・ 中小零細企業は政府管掌健保(今はきょうかい健保) 
・ 高齢や長期疾病で社会保険から排除された人びとと個人企業・・自治体国保 
② 保険間に保険料負担や給付に格差をつけることで 
・ 大企業や国家公務員に有利な雇用対策を 
・ 格差をつけることで大規模な社会保障運動の阻止を 
③ 日本の労働運動は欧州にくらべて杜会保障運動での大運動は 
・ 年金ストが 1回あるだけ 

8種類に分立させることで…国民運動も分断へ 
 

（２）経済政策の失敗・・構造改革路線(社会保険の民営化)は一元化を促進 

① 経済政策の失敗と構造改革路線の導入… 
・ 健康保険組合やきょうかい健保 

母体となる企業のリストラで保険料収入の激減、 
被保険者の激減で保険財政の危機が 

・ 国保 
過疎地域での国保財政危機に加えて 
大都会国保へのリストラされた中高年労働者の加入で、被保険者増・保険料減.・医療
給付費の激増 

② 保険財政の危機を被保険者の犠牲で乗り越えようとする政策…一元化 
保険の規模を大きくする・・保険財政の安定性をめざす 
国保への「平準化」・・低い保険への統合で国の負担を減らす・・本人 2 割負担の提
起に 

健康保険本人 3割負担は・・国保への一元化の条件整備 
③ モグラ叩きから総叩きへ 
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・ 国保と健保の同時改悪はしなかった・…モグラ叩き・分断支配策 
・ この時の改悪…国保への補助金削減、老人医療費無料制度の廃止、健保本人負担…総叩

きへ 
・ 400万から 2000万に…一元化策がもたらした大きな政府批判の国民世論 

それを作り出した医療改悪反対の運動 
 

（３）第 3の医療(社会)保険としての後期高齢者医療制度の登場 

① 臨調行革から社会保障制度の「構造改革」へ 
・臨調行革・・大改悪の積み上げだが、それでも社会保障制度の枠内での改悪 

2000万人の反対署名 
・構造改革・・保健も医療も介護も年金も市場にゆだねるための制度改悪へ 

② 老人医療の見直しをとおして国民医療の見直しへ 
高齢社会を理由にした制度見直し、まず高齢者叩きを 

③ 介護保険制度の創設…社会保障「構造改革」の基盤整備が第 1の目的 
市場化にかなう特徴を持つ介護保険・サービスの標準型・混合型・現金給付型 

④ 2005年・・小泉「医療制度構造改革」路線の登場 
医療費に係わる給付と負担の関係の公平性・透明性の確立 
第 3の医療保険制度としての後期高齢者医療制度の新設で、医療制度「構造改革」の推
進を 

⑤ 後期高齢者医療制度への「平準化」で国保も社保も更なる制度改悪へ 
後期高齢者医療制度の廃止は 日本の医療保障制度先行きに重大な影響が 

⑥ 後期高齢者医療制度は即時廃止へ 
わたしたちの要求…とりあえず 1980 年代の初頭に戻し、後期高齢者医療制度は即時廃
止 

1980年代初頭・・国保への国庫補助の復活 
老人医療費の無料制度の復活 
あらためて後期高齢者医療制度とは 
その廃止をめざす運動は 
新政権の政策の問題点は   別紙へ 
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後期高齢者医療制度は即時廃止を 

１．なぜ廃止なのか 
① 後期高齢者医療制度は社会保障制度とは似て非なる制度 
② 制度が悪いから部分的改良では高齢者の命は守れない 
③ 先の総選挙で「民意」が廃止を求めていることが明碓になった 
④ 新政権の与党三党も即時廃止を選挙公約に掲げていた 
 

２．なぜ即時廃止なのか 
① 高齢者の大半は高負担に耐えられない 
② 廃止したら混乱がおきるのではなく現在が混乱。廃止でその収束を 
③ いまなら旧制度(老人保健法)の仕組みが残っていて活用できる 
④ 存続させると他の社会保険も悪くなるし後期高齢者医療制度自体も更に悪くなる 

 

３．改めて後期高齢者医療制度とは 
（１）目的と理念にまず問題が 
① 後期高齢者医療制度の法律とは・・「高齢者の医療の碓保に関する法律」 
② 法律に明記された目的と理念とは 
第 1条（目的） 
ⅰ 医療費(保険給付費)の適正化(削減という意味で使用されているのを推進するため
の計画を作成) 
ⅱ 保険者による健康審査等の実施 
ⅲ 国民の共同連帯の理念に基づき前期高齢者に係わる費用負担の調整 
第 2条（基本理念） 
ⅰ 国民は自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴う心身の変化を自覚し常に健康の

保持増進につとめる 
ⅱ 高齢者の医療に要する費用の公平な負担 
ⅲ 年齢・心身の状況等に応じ職域・地域又は家庭において健康保持を図るために適切

な保健サービスを受ける機会を与えられる 
● 高齢者の老後の生活の安定・安心・安全の向上など一つもでてこない 
● 健康維持自己責任論の強調、社会保障を否定し自立を求め、できない場合は助け合え。 
● 国が国民のために使用すべき医療費の徹底的な削減がこの制度の目的 

 
（２）なぜ後期高齢者医療制度を創設したか 新設の動機にも問題が 
① 1973年からの老人医療費無料制度は、経済的負担がなくなったので高齢者の健康意識の
低下、乱受診を招いた高齢者にも応分の負担をさせるべき 
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② 団塊の世代が後期高齢期に入る前に制度の是正を 
③ 都道府県の医療費格差の是正 

 
（３）後期高齢者医療制度の特徴  (厚労省の担当官僚の解説書を参考に) 
① 社会保険制度として独立させた(老人保健法は 2重加盟) 
疾病リスクの多い後期高齢者を他の年齢層から切り離して独立した社会保険制度へ 

② 後期高齢者の心身の特性(変化しない・安定している)にそう医療の実現を目指す 
(入院規制・外来への包括制・終末期医療) 

③ 広域連合・・保険財政の最終責任を国や自治体は負わない保険制度にした。 
(赤字をださない・2年ごとに見直し保険料を引き上げる・国の指示に従う) 

④ 後期高齢者全員に保険料を賦課し徴収できる保険にした 
2%は被傭者保険本人・20%が被用者保険家族で 1円も保険料負担していない 
80%が国保・課税率が低く法定減免が多いので被用者保険と同等の課税率にした 

⑤ 疾病リスクの多い後期高齢者を集めることで国民の連帯責任の明確化 
⑥ 疾病自己責任を明確にできる仕組みを挿入した 
メタボ対策を組みこみ予防の成否を反映した(支援金の加算・減算)保険料の仕組みの導
入。 

⑦ 社会保険としたのでこの特徴を国保・社保・健保にも拡大できる 
 
（４）高齢者の保険料や一部負担が引き上げられる 
① 前期高齢者…2010年 4月から 2割負担へ 
② 後期高齢者の保険料が引き上げられる・・都道府県ごとに引き上げ額案が公表 

 
（５）後期高齢者に横並びの措置が指示されている 
① 新政権の下での予算仕分作業のなかで 
漢方薬・湿布薬・うがい薬など保険給付外の検討が 
後期にならい・・入院時の食費と部屋代を全額個人負担に 

② 社会保険への国庫負担削減 
・・保険料の見直しへ・・診療報酬の引き上げが患者の負担増になるおそれも 

 
（６）更に追い打ち的におこなわれると予測できるもの 
① 被傭者保険の家族の保険料徴収・入院時の食と部屋代の保険給付外 
② 動きだした医療保険の一元化 
一元化・・健保や国保の保険財政危機の解消のため都道府県単位で低い給付での一本化

負担と給付の平準化支えあい保険組織へ 
08年 10月 政府管掌社保・・社会保険庁から離れ知事が都道府県単位で設立したきょ

うかい健保(後期高齢者医療制度広域連合とおなじ仕組み)発足。 
09年 4月・・京都府に市町村国保の都道府県一本化を進める準備室発足 

広域連合にまねた県での一本化を狙い。 
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後期高齢者医療支援金が高すぎて健保組合の解散相次ぐ…社保(きょうかい健保加入)へ 
国保・社保・健保の都道府県単位での一本化が進展しつつある 
建設国保・・やがて消滅か 

③ メタボ健診(後期高齢者医療制度として実施)の発展として社会保障章に 
2010年(見送りだがやがて)診療報酬の電子化の義務化へ。 
それを機に・年金・国保・健保・介護・後期高齢者医療・失業などの保険証の一本化 
健康歴・労働歴・病歴の情報の一元管理と企業での活用保障へ 
・・労働力管理の強化へ  健康・医療・高齢産業の市場化支援などなど 

④ メタボ健診のひろがりを口実にした市町村の衛生部門の縮小も 
諸健診・保健事業の廃止 保健師・栄養士などの定員削減・嘱託化の拡大 

 
（７）その他、気になること 
① 「改正」薬事法・・2009年 6月施行 
市販医薬品の 8割が薬剤師の対面販売抜きでスーパー等で販売を 
軽い病気(だが風邪や下痢は万病のもと)での初期医療の軽視の作風の助長へ 
なぜスーバーか・・やがてこれらの医薬品の保険給付外扱いへ 
各種の新インフルエンザ流行に更なる混乱を 
高齢者の肺炎や脱水症状などへの…自覚症状がない形での以降・・死の増加? 

② 新治療法・診断法・・徐々に保険給付外扱いの拡大 
私的保険の普及のさらなる拡大へ 

 
（８）長妻厚労大臣の新制度への枠組みの問題点・・別紙メモ参照 
 

４．廃止にむけての運動の課題 
（１）あらためて「後期高齢者医療制度とは」についてしっかり学習する 

高齢者差別・うば捨て策…これまで感情的な反対論が世論を喚起してきた 
その上に・・理念から制度の特徴までしっかり把握することで、高齢者のために反対から自

分のために反対する・・若い世代の運動へ発展させる 
 
（２）国保と介護の問題とも結合して 
すべての社会保険の属する人びとの問題に発展させていく。更に大きな世論喚起を 
① 国保・・高すぎる保険料の引き下げを実効性ある減免制度の確立を市町村国から都道府

県国保への広域化反対を 
広域連合型保険への移行反対を 

② 介護・・介護給付適正化運動の実態を把握し阻止する活動の強化を 
 
（３）とりあえず 1980 年代に戻すことを重視する 

①  1980年代の国保への国庫補助に引き上げる 
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② 1983年に廃止された老人保健法に復帰させる 
③ 1983年に廃止された老人医療費無料制度の復活を求める 
④ 廃止後の「混乱」をさけるためにも・・1980年代に戻すことを重視する活動を 
● 今よりも国も貧しかった 1970年代に実現できた無料制度が、世界 2番目に豊かになった

日本で実現できないわけはない・・この点での共同は可能 
 
（４）本気で・・命に係わる社会保障の改悪という認識をだれもがもつ 

自殺者・孤独死・孤独衰弱死・・ゆるやかだが上昇の一途をたどる消費税引き上げ阻止・

憲法 9条の闘いとの連帯を基礎に 
 
（５）これまでの運動・取りくみに確信を 
① 廃止を打ちだして以降の急激な盛り上がり 
② この 2年ほどの間に・・数えきれない政府の譲歩を引き出す 
医師不足・・20年間の否定を転換・医師養成増ヘ リハビリ医療の修正 
後期・・・・7回ほどの修正  都道府県・市町村の補助の実現 
介護保険・・保険料引き上げ阻止・あっても小幅に 

 
（６）明るいまちづくりの推進にさらなる取組を 
世論喚起に偏りがちな運動から、一人一人の悩みを解決できる運動へ発展を 
① 人びとの連帯づくり・明るいまちづくり一・各団体が競い合って仲間ふやしの活動を 
② 健康づくり活動の重視を健康・・過半数の人びとが健康志向に 
③ 自治体への働きかけの強化を 
・個人の困りごと・・直接ぶつけて  介護保険の認定の適正化を 
・国保の運動も毎年・毎年必ず取り組む 自治体は毎年保険料策定業務を・そこへの働き

かけを 
・自治体の地域保健活動の活性化は住民参加で後期の廃止運動の強化策としても 
 
 

消費税引き上げ阻止・憲法 9条擁護の運動 

との結合で更に大きな運動へ 
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＜メモ＞ 後期高齢者医療制度の廃止をめぐるいくつかのこと     
2009.12 篠崎次男 

                             ●は篠崎の(注) 

１．制度の廃止は平成 25 年まで延期 

制度の廃止は平成 25年 3月・翌月新制度発足(長妻厚労大臣) 
民主党政権は三党合意に基づく選挙公約を無視して、後期高齢者医療制度の即時廃止を見

送り 
大臣主宰の「高齢者医療制度改革会議」を立ち上げ、09 年 11 月 30 日のタ刻に初会合を

開き、日程や「新制度に対する 6項目の考え方」を提示しました。 
 
（１）衆議院任期 1期 4年のなかで、国民の信頼が得られる制度への移行を実現する方針を示す。 

（２）検討にあたっての基本的考え方(6 項目の考え方) 

① 後期高齢者医療制度は廃止する。 
② マニュフエストで掲げている「地域保険としての一元的運用」の第 1段階として、高齢
者のための新たな制度を構築する。 

③ 後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題は解消する制度とする。 
④ 市町村国保などの負担増に十分配慮する。 
⑤ 高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする。 
⑥ 市町村国保の広域化につながる見直しを行う。 
● 「地域的保険としての一元的運用」とは、平成 17 年の厚労省の「医療制度構造改革」
のなかに盛り込まれていたもの。社会保険庁を解体し、各種の社会保険を都道府県を軸に

再編成し、消費した医療費に見あう保険給付や保険料負担を実現する仕組みにする。 
すでに政府管掌保険は解体され「きょうかい健保」となり、職員の非公務員化や毎年保険

料の見直しをおこなう制度に変更されている。 
2010年 4月より平均 10%台の保険料引き上げが準備されている。 
厚労省はきょうかい健保発足にあたり「社会保険の民営化の第 1歩」と評価した。 
この保険との一元的運用ということ。後期高齢者医療制度の広域連合と同じ仕組み。 

● 前期・後期の年齢差を設けないということは、下手をすると後期の悪い点が前期にも 
拡大されかねない。 

● 市町村国保への国庫補助は国保の構造的課題の軽減措置として、保険給付費の大半を占

めるよう社保審の勧告に基づき保障されていた。 
それを 2005年に 1OO／３６まで激減措置をとった。 
その復活までは提起していない。 

● 高齢者の保険料負担は「急に増加」しない点にのみ配慮する。 
不公平にならないとは、後期高齢者医療制度自体が、老いも若きも高齢者に係わる医療

費の公平な負担、が目的の一つであった。 
ここでいう「不公平にならない」とは、高齢者への配慮とは必ずしも言えない。 



 12 

● 国保の広域化とは、国保を後期高齢者医療制度の広域連合と同じ仕組みにするというこ

と。 
市区町村の一般会計からの繰入廃止や国保課職員の非公務員化などで国保への公的責

任の棚上げにつながる。 
小規模市町村には保険料の増額もあり得る。 
建設国保も「廃止」は免れない。 
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費の公平な負担が目的の一つ。 
そのために、75歳以上のすべての高齢者から保険料を現役世代と同じ比率で賦課・徴収
する制度にした。 
各地で知事主導の広域化の準備がすすめられている。 
 

２．即時廃止は混乱するだけ・・・との言い訳に対して 
公約違反の説明を長妻厚労大臣は「即時廃止は混乱する。新制度の内容を整備した上で廃

止する」としている。 
自治体も同じ説明をしている。 

① 高齢者医療は「いま混乱」状態にある。入院制限、保険料や一部負担の重圧。差別医療

など。混乱をおさめるには廃止以外に無い。 
② 私たちの願いは… 
「国保への国庫負担を 1980年代にとりあえず戻す」・・自治体の混乱は防止できる。 
「とりあえず老人保健法に戻す」・・いまなら事務処理の枠組みが残っていて事務的混乱

はその活用で小規模なもの(保険証の再発行など)で納まる。 
「老人医療費の無料化の復活」・・高齢者の受診行動での戸惑いの解決 
新制度の構築ではなく、いまの混乱をまずおさめる。 
そのために国保への補助と無料制度を 1980年代にもどす。 
このことを守れば混乱はしない。  

● 新政権も国庫補助にはふれている 
  ③ 混乱を主張する人びとに、混乱の内容を具体的に説明を求めると、返事が抽象的なもの

しか返って来ない。 
公務員の仕事量の増大を主張する人もいるが、それは国の政策の問題に起因するもので、

廃止の先送りの理由にはならない。 
⑤ 廃止の先送りが・・混乱を助長し、他の社会保険制度の改悪にまで拡大させられていく状

況を正碓に説明し、先送りの弊害を直視してもらうよう訴える。 
 

３．東京都の広域連合について 
① 国保の広域化は後期高齢者医療制度の広域連合型の運営にすること。 
その弊害を説明するために、東京都の広域連合の議会の実態を説明する必要がある。 
どの府県の広域連合でも同じ状況。 
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2009年 7月 31日・・臨時議会 議題 15本のうち 11本は「専決処分」で議論しない。 
議員の質疑発言は一人 1回のみで 5分以内の発言規制。 
他に l1月 17日と 1月 29日に開催。時間は各 2時間以内。 
とにかく議論はほとんど無い。 
課題が山積している国保も同じ運営にしたらどうなる。・・・ 

② 後期高齢者医療制度は存続するとして保険料の見直し作業をはじめている。 
11月段階での試算 

08年 09年 … 均等割り平均 37,800円所得割 6・56% 
A案          40,900円    8・17% 
B案                    41,800円      .8・44% 

平均で 1O%以上の引き上げに。東京都からの援助金が存続することが前提 
B案での具体的世帯の状況での試算 
単身 211万円 56,800円…66,200円になり 9,400円の増 
二人 211万円 79,400円…91,300円になり・・11,900円の増加 
夫のみの収入で妻はゼロ。厚生年金満額需給世帯の大半と 200万円前後。 

・据え置くとしたら区市町村の負担は 202億円の増で・・535億円になる。 
 

４．後期高齢者医療制度を存続させておく事での弊害が出始めている 

● 新政権の予算編成作業の一つである「事業仕分け」での結論 
① 後期高齢者医療制度では入院の際の食費と部屋代は自己負担とされている。 

他の社会保険でも同じ扱いに変えるべき 
② 漢方薬・湿布薬・うがい薬、その他医師の処方する医薬品と同じ薬効のある医薬品は保険

給付外とする。 
③ 自治体の住民に対する保健教育は予算対効果で疑問があるので国からの補助はゼロにする。 

メタボ健診だけで良い。? 
● この議論を認めると、次に、被用者保健家族の保険料徴収や後期高齢者への入院制限を目

的とした医療区分制の導入などが浮上してくる 
 

５．その他、民主党の医療政策をめぐるいくつかのこと 
（１）民主党が引き継いでいる金権政治の残澤。「構造改革」路線擁護派の新政権攻撃の隙を与

えている 
早急に国会で不明朗な実態の解明を 
山積する諸課題を遅滞無く取組を 
国民不在政治の解消を 

 

（２）民主党の医療政策への疑問点 

① 自公政権の政策を引き継いでいるように思える点 
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● 医療費分析・先の政府の「社会保障国民会議」の将来予測シュミレーションの受け入れ? 
医療と介護で平成 25年で 41兆円が 95兆円から 85兆円・財政負担は 14兆円になる。
これは消費税換算で 4%前後。 
社会保障費を消費のみ重視。国民需要の喚起・雇用効果など無視。 

② 英・独の医師対策の導入・・医師の地域への配置や開設許可(定員制)に国の規制を絶対
的不足の解決になるのか 

③ 診療報酬の改定・・急性医療重視・・入院の効率化(平均在院日数の更なる短縮) 
病院医師と開業医師との格差とは 地域医療の改善につながるの・・? 

④ 医療も介護も「在宅」の更なる重視を 
⑤ 生活習慣席対策の重視・・保健力の改善に役立つのか 
⑥ 新設された社会保障制度国民会議は自公政府の社会保障国民会議とどこが違うの 
⑦ 社会保険庁の解体・・社会保険の民営化につながらないか 
⑧ 混合診療の解禁が加速されないか… 
⑨ 「改正薬事法」の無警戒な漢方薬の保険外しは危険 
⑩ 不妊治療野改善と保険適用出産の経済負担の軽減 
⑪ 社会保障費年問 2200億円カットの廃止、医師養成数の 1・5倍化、認定介護事業所の報
酬加算で介護労働者の賃金月額 4万円増、不妊治療の改善と保険適用、出産の経済負担
の軽減、無過失保障制度の創設(この点は保険料で賄う) 

● 日本の医療費をGDP比で 0ECDの平均 8・9%まで引き上げなどの提起は評価できるが、
財源の提示が無い…このままでいくと消費税引き上げ論の環境整備になりかねない 
大企業と軍事費に手を着けない財源論の克服を 
少なくとも欧州先進諸国の企業並の社会保障・子育て財源の負担を日本の大企業に求め

る必要が 
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      ＜メモ＞ 介護認定をめぐる景近の課題について 

１．ひろがる介護認定の軽度化 
各地の学習会等での質問や相談の件数が増えています。その大半が介護認定をめぐる問題

で、要支援 2と介護度 1に認定された人からのものが際立って多いのが特徴です。おそらく
厚労省が提起した「介護給付費適正化運動」が市町村の介護保険課ですすめられ始めている

からだと思います。 
09年 4月から開始された新介護認定制は、高齢者の心身の状況より介護度を軽く認定する

ことが問題となり、世論の批判を受け入れた厚労省は、その撤回を 10 月には決定。自治体
交渉でも国からの撤回通達を示され住民の側でも納得してきました。 
ところが、それだけでは問題解決にはなっていない、ということのようです。 
 

２．介護給付費適正化に注目を 
介護給付適正化運動は、国の方針に基づき市町村の介護保険課職員の業務改善運動をとお

して介護給付費を計画的に削減していく運動です。 
＜第 1の柱＞ 

高齢者から出された介護認定の申請に対して、介護保険課で申請家庭の訪問調査を実施し

ます。その訪問調査員は外注ばやりの昨今珍しく正規職員が実施しています。その職員の研

修強化で国の指針に照らして適切な調査を実施する。これが第 1の柱です。介護認定の基礎
作業に対して、国のマニュアルを徹底させるためです。 
国の指針で「目と構え」を統一する。その調査内容はコンピューターに入力され第 1次認

定が行われます。基礎段階で高齢者の心身の状況が国に思い通りに把握される。介護認定が

軽度化される一つの要因です。 
＜第２の柱＞ 

コンピューターでは複雑な人の心身の状態を正碓に認定できません。その結果である第 1
次認定結果を、主治医の意見書や訪問調査員の報告書の内容に照らして、介護の専門家で構

成された介護認定審査会が最終審査を行います。高齢者の状況を正確に把握していけば、多

くの場合審査の結果は重い方に修正されます。それを是正することが適正化運動の第 2の柱
です。 
審査委員長に対して研修を行い、審査会ごとの認定結果に格差が生じないようにする。そ

の場合国が重視していることは、第 1次審査結果をできるだけ軽度に変更することです。過
去 3年問の軽度および重度への変更率を、国の平均値、都道府県の平均値、市町村の平均値、
同一市町村内の認定審査会ごとの変更率を具体的に示して、軽度への変更率を絶えず上昇さ

せていくための研修だといわれています。 
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３．介護計画の現地での検証 
＜第３の柱＞ 

第 3の柱が介護計画が適正に作成されるための介護保険課のケアマネに対する指導の強化
です。ヘルパーの介護を在宅でうけている人を市町村ごとに 80例とか 120例とか抽出しま
す。ケアマネが所属する介護事業所の責任者と訪問しているヘルパーを同道して介護保険課

の職員がサービスを受けている高齢者の自宅を訪問し、介護計画を高齢者の状況と付け合わ

せてその是非を検討する。これが一般的方法です。 
介護保険 5年目の「改正」で予防重視が打ち出されました。高齢者の残存生活力を引き延

ばす介護が強調されています。家事援助にしてもヘルパーが直接手を出す前に高齢者にでき

ることはしてもらうように働きかける。 
理屈は正しい。介護には手間がかかる。低い介護報酬でしかも短時問ではやりきれない。 
現場に行けばいくらでも介護計画やヘルパーの対応に問題点を指摘できます。その結果介

護過剰などの判定がでれば次回から介護度が引き下げられます。 
 

４．人権問題まで発展する課題も 
計画策定段階で絶えずケアマネは、個々の事例について介護保険適用の可否を介護保険課

に問い合わせをしています。それへの回答にも国の指針を生かすことが求められています。

各地でいろいろな事例が報告されています。 
・結婚式のヘルパーの介助は本人の場合に限る。孫の式にでるために一所懸命リハビリに

励む努力は無視されます。 
・買い物の介助は、自宅内での生活が大半だから、本人自身の買い物は下着しか認められ

ない。1年に 1回で自宅から 15分以内の商店への往復だけ。 
・炊事介助の前に弁当宅配業者を紹介する。弁当利用が困難な場合のみ可。 
・入れ歯の場合口腔衛生は不可。 
・短い髪の毛の場合洗髪介助不可。 
市町村ごとに実際に行われている内容は非常に細かく、かつ人らしい生活行為の否定にも

繋がりかねない内容が見受けられます。これらは介護認定の軽度化優先策の結果です。 
その他福祉器具の貸与や住宅改修などでもきめの細かい指導が行われています。 
 

５．介護認定法は変化無し 
この適正化運動は、08年度中に都道府県は具体化計画を国の指針に基づき策定し、市町村

は独自計画を策定しない場合には都道府県の計画に基づき実施するとされていました。 
09年4月から動きだしている第4次介護保険事業計画には適正化計画の目標も示されてい

ます。つまり、新介護認定制をより具体化するために行われるのが適正化運動です。ですか

ら、09年 10月に新介護認定制が撤回されようと、そのこととは関係なく適正化運動は実践
されるのです。 
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そこで思い起こされるのは、新介護認定制への批判に対する厚労省の担当者の説明です。

新介護認定制とは言うものの、介護認定の方式、すなわち「1 分間スタデー」といわれる介
護の量を時間で換算する方式は変えていない。従来の原則をすべての市町村の介護保険課で

尊重してもらうのが新介護認定制の目的なのだ、という説明でした。 
 

６．効果的な削減策 
介護保険の時間換算法では、介護を必要とする時間のことを要介護認定基準時間とよんで

います。 
・1日に 25分未満の者は介護非該当。 
・要支援 2と要介護 1は 32分以内 50分未満で、同じ要介護認定時間となっています。 
・しかし、支給される介護費用は、要支援 2と要介護 1との差は年間 60万円強になりま
す。千人を要支援に認定し直せば、600万円強も「節約」できます。 
適正化運動の重点課題が認定する介護度の軽度化にあることはすでに指摘しました。認定

する側で軽度化しやすい対象が要介護 1で、要支援 2を含めると介護保険からサービスを受
けている人の 4割前後が該当します。 
これらの人びとは、無理すれば学習会などにも参加できます。こんな背景があって最近の

集会などでの話題に上るのだと思います。 
 

７．具体性のある社会保障活動を 
ところで、このことが一向に問題になっていません。そこに昨今の社会保障運動の課題が

あります。 
制度改悪反対の署名はとる。国や自治体と集団交渉は行う。世論喚起はできても、一つひ

とつの具体例の把握につながらない。 
新介護認定制は撤回させられても、介護保険課職員の業務改善運動での介護度の軽度化で

実際に困窮している人びとの問題把握と解決には至らない。 
気がつかない。交渉の方法も身につけていないのでは…。 
学習会などでもこちらから提起しないと反応が無い。 
私は早くから、従来の社会保障運動だけではなく、日常生活圏～近所付き合いのなかから

課題を集め、個々の困った事例を正面に据えての自治体との話し合いの重要性を訴えてきま

した。改めて介護認定問題でもそのことの重要性を感じています。 
 
各市民団体・女性団体の第一線組織（班・支部・小組み）などで日常的に話題にする。 
日常会話に出てくるぐち話に耳を傾ける。そこから課題が見えてくる。 
 
● 介護給付費適正化運動については、虹のブックレット 82 号を参考にしてください。 
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楽しく・行動力を発揮した・安心のまちづくり 

      人びとのネットワークづくりの推進を 

～創意・工夫を、思ったことはまず取り組む・まず実践・そのあとに理屈が…～ 
 

１．地域から「みえる活動」「頼りにされる活動」を 
ビラ捲き・座り込み・集団行動の上に生活圏での行動の積み上げを 

 

２．活動家のこれまでの常識はひとまず棚に挙げて 

風邪でも寝ていられない、電謡や来客がある・・そんな貴方の愚痴は賛沢です 
ほとんどの高齢者は・・亀のように首をすくめて、自宅にこもっています 
特に、振り込め詐欺以来・・自分と関係ない個人と団体を信用していません。 

 

３．日常生活圏の活動の強化を 
＜その１＞ 自己紹介つきビラ配りを 

ビラ・・社保協だの友の会だの良くする会だの、すべて「えたいの分からない団体」な

のです。 
⇒勇気をだして・・「私がこのビラを配っています」と名乗りを上げる 
⇒ビラの片隅に・・「私」の自己紹介を 住所・電話番号・できたら写真も 

この地に住んで○○年・私がこの件についての責任者です 
プライバシーは守ります 料金・経費は一切いただきません 

⇒この指とまれ・・指を高く掲げる・・そこに納得すればむこうから連絡してくる 
 
＜その２＞ 班・支部の集いも地域に公開を 

近所の気の置けない人びとが、茶飲み話のなかで相談したり学んだり、助け合ったり

している様子を、向こう三軒両隣の人びとにみてもらう 
論より証拠・・ではなく・・高邁な理屈より、楽しい井戸端会議の公開を 
 

＜その３＞ たまり場をたくさんつくろう 
高齢者の日常生活圏・・一般的には飼い猫と同じ・・半径 500㍍以内でくらす 

500㍍おきに・・たまり場づくりを 
一人暮らし・二人暮らしの活動家・・一部屋あいていませんか・・子どもが泊まりに

こない日にそこを解放して  月に 2回ほどでいい  茶飲み話の会を開こう  
できたら自治体の「地域支え逢い事業」の補助対象にする・・顔なじみになると日常

交際がはじまり・・安心のネットワークに広がります 
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あまり整頓・清潔が行き届いていない 日当たりのいい 家が好まれます 
みんなが集まれば・・活動は自然にはじまり・多様化します 
弁当も宅配もいいが・・会食の場づくりを 
たまり場ができたら・・弁当の共同購入で・楽しい会食を 
種類の違う弁当・・解体すると多様なおかずが揃います  
小皿にもって・・楽しいですよ 
夏など、冷奴を食べる会など おつなものです  
冬はコンビニおでんで・・ 

 

４．街中探検・地図づくり運動も. 

① つまづきやすい道路はどこか 手押し車で歩きづらい道路はどこか 車が怖い道路はどこ

か 
早朝や夜の散歩がこわい道路はどこか 信号がすぐ換わる信号機はどこか 
安全・安心な道路づくり 危険探し・・すぐに自治体交渉を・・国道・県道・市道の区別

は役所にさせる 
地図をつくって(孫に書いてもらうとかわいいイラストつきで仕上げてくれる)  
地域に配ろう 

② 年寄り向きの商品をおいてあるお店探し 
火の使えない年寄りの仏壇用品を売っている店〔洗える造花・電池の灯明など〕 
着脱の楽なたっぷり下着のある店  ポマードを売っている店 
へちま液など昔の化粧品のある店   
一山いくらの野菜を 3人の年寄りが店頭で「共同購入」できる店 
「新生」や「桔梗」のある店（まご販売している？） 

③ 休憩場所のあるまち 
ベンチが適当に配置してある道探し 木陰のある道路 便所がかりられる商店街 
水飲み場が配置してある道 商店でもベンチ・お茶のサービス・トイレ利用可 などの店

探し これも地図につくる 
④ 集会場探し 

無料・時間帯がゆるやかな会場がなくなりつつあります 
商店街・銀行・ガス会社・電気会社など 地域貢献策として無料会議室などありますか 
学校・・空き教室開放が可能ですか 
民主団体の高齢者無料貸出制度がありますか・・午前中のみ開放でも役に立ちます 

⑤ エレベーターの使い勝手の良いところ探し 
デパート・スーパー・鉄道の駅・交差点など・。  
乳児の親子とも共同で探そう。ベビーカーと手押し車はおなじです。 
乳児のつぶらな瞳に心なごませながら・犬より赤ちゃんです 

● 集会チラシ・・手押し車可・会場に段差なし・エレベーター完備・洋式トイレありなど   

会場の説明も 
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早朝や夜中・・男性のグループで時闘帯をづらして探検すると意外なことがわかります 
できたら・大きなのぼりを立ててグループで街中を探検して歩く 
集団散歩狂いの気軽さで・・わいわい 楽しく歩こう 
年に 2回ほど実施して・・改定版づくりも 
 
結果や集まりのお誘いは・・その都度簡単なチラシ(自己紹介づき)を近所に配って 
たえず・・こちらの動きを知らせる そこから 連帯の輸づくりが始まります 

 

昔の年寄りにはお節介が大勢いた 

昔の年寄りは・お節介が多かった 自分のことはからきしだめだが 他人のことはすぐに動く 
時にはですぎて 恥もかくが それでもお節介は直らない 
そのお節介が 温かいまち 人のぬくもりが漂う まちをつくり上げていた 

 
今の年寄りも 勇気をだして お節介焼きになろう 

お節介焼きは 損得抜き 理屈をいう前に体を動かしていた 
自分のおふくろを思い出そう 
おふくろ達が支えたまちをよみがえらせよう 
ひとりぼっち…だんだんに、なくなるように、少しお節介焼きになろう 
 
 

日頃・不便や不満に感じていることを要求にかえる。 

改善のための行動を起こす。 

人びとの・日頃の連帯の輸を広げる・・それが犯罪を予防し、   

孤独死・孤独衰弱死を少なくできる確実な道 

 

 


