
医連発表の2005年から2009年までの資料

からのもの。ずっと増えてきていること

がわかる。先日2010年が発表されている

が、それが出る前に表を作ったのでそれ

は含んでない。無保険者の割合が非常に

高く５割を超えている。2009年は

73.0％、無保険状態にある人達が病院に

かかれずに亡くなっている。2009年で特

徴的だったのは、正規証をもっている10

人の方が亡くなっているという問題だ。

これが結構大きくクローズアップされ

た。本来なら資格証明書や短期証、無保

険状態にあるがゆえに病院にかかれない

と考えられている。それであれば亡くな

るのも当然だろうと。ところが2009年の

時は、10名の人が、国保の正規証、後期

高齢者の正規証、そして健康保険の正規

証をもった10名が自己負担が多いという

経済的理由から病院にかかれなくて、結

果的には救急車で運ばれたけれども手遅

れで亡くなっている。つまり、考えなく

てはいけないのは、保険証さえあれば病

院にかかれるという時代ではなくなって

いるということ。３割の自己負担が非常

に重いということだ。これはあとで詳し

く話したい。 

②給付の差し止め、財産・児童手当

の差し押さえ 

 もうひとつ、今、問題になっているの

は、ＮＨＫの「あさイチ」でも取

り上げられ、或いは3月13日の「赤

旗日曜版」に出ているが、給付の

差し止めと財産の差し押さえ。こ

れが今大きな問題になっている。

大阪市でも大変な問題になってい

る。これについて調べてみた。 

 実は、国保法にはこう書かれて

いる。法第67条、「保険給付を受ける権

利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し

押さえることはできない」と。にもかか

わらず、国家権力をして、その給付を差

し止めする。つまり、保険料を払えない

人たちは、病院にかかることができなく

なるから、意図的に給付を差し止めして

しまう。そして差し止めだけでは足らな

いと財産まで差し押さえて、保険料分を

そこから補填させていこうとしている。

これは国自らが保険給付を受ける権利を

侵害しているということでは、憲法第25

条違反になるだろうと考えられる。 

 財産の差し押さえ。そもそも「財産」

とは何か。差し押さえできる財産とは、

何なのか。新各自治体野ホームページよ

り抜粋している（3面の資料-1）。大田

区、文京区、中野区だとか、小田原であ

るとか、そういうものを出してある。意

外と自治体によって差し押さえできる財

産の概念が違うということがわかる。大

田区は、給料、不動産と書いてある。そ

して文京区の場合は、預貯金、不動産、

年金、生命保険、給与などと少し幅が広

く出来ている。小田原は非常に細かい規

定があり、財産の調査をする。預貯金、

給与、生命保険、不動産は文京区とほぼ

同じ、こういうものを差し押さえる。概

念としては給与から税金、国保の場合、 

国保税としているところが多いので、地

方税と一括し滞納処分となることが多い

が、その意味で給料から払う、これはま

ずわかる。不動産を沢山持っていてとい

う人は、そこからいって、或いは預貯金

はありうる話かもしれないが、実際はそ

れにとどまっていない。悲しいかなとい

うことがあった。 

4.生存権を否定する制度 

①ペナルティとしての国保資格者証 

 そして生存権を否定する制度が国保に

はある。健康保険には存在しない短期保

険証であったり、国保資格者証の発行と

いうものが問題になっている。これはペ

ナルティだが、厚労省は「ペナルティで

ない」といつも説明する。しかし、実質

的にペナルティだ。一般的に国民健康保

険の場合は、書き換えから次の書き換え

まで１年間が有効というのが一般的。こ

れを半年から１ヵ月の間の期間の短いも

のにする。それを短期被保険証という。

なぜそうするのか。滞納が続いている人

に対して、有効期限の短い被保険者証を

交付する。このため何度も役場の窓口に

来ないといけない。納付相談を円滑に行

うためだということを理由にしている

が、そもそも保険料を滞納するという状

態にある人が、なぜ役場の窓口に再々行

くことが出来るのか。つまり、お金がな

いから払えないのに、窓口に再々来いと

いうのは現実的ではない。実際には足が

遠のいてしまって、滞納から未納、そし

て短期保険証から資格証明書に移ってし

まう場合が多いと言われている。 

 そして１年以上、いわゆる特別の事情

がないまま、保険料未納状態が続けば、

窓口10割負担の資格証明書に変えられて

しまう。資格証明書の場合は、医療機関

にかかれば10割自己負担。これについて

厚労省は必ず「還付されます」と言う。

「７割については保険から還付されるの

で、手続きをして下さい」と言うが、実

際は保険料滞納分を給付から相殺するこ

とになっているので、資格証明書の人は

還付されることはまずない。その意味で

は実質10割負担で、無保険状態と資

格証明書は同じだと言える。 

 わが国は1961年以来、皆保険体

制。すべての国民は保険証さえあれ

ば、いつでもどこでも医療機関にか

かれるとしながら、資格証明書を交

付して実質的に病院にかかれない、

そして亡くなる人を大量に出してい

るということは、制度的にも間違い

だと言える。こういうようなわが国

の状況を考えても、まさに短期証で

あるとか、資格証明書というのはすぐに

廃止しなければならない。そういうもの

を交付することは、制度上も間違ってい

ると言える。 

 保団連が毎年資格証明書の交付世帯の

受診率を出している。表12のように2005

年から2009年まで出ている。年々一般証

との格差が広がっていることがわかる。

2005年は46分の1、それが2009年は73分の1

まで拡大している。なかなか医療機関に

かかれないということがうかがえる。そ

の意味では資格証明書を交付しているこ

とが大きな問題だと言える。2009年度で

国保の資格証明書一人当たり受診率は

0.129。つまり、１年間に１回もかかれて

いない。単純に１を0.129で割れば８にな

るので、８年に一度しか病院に行ってい

ない。資格証明書の人はほとんど行けな

いということ。それがわかっている。 

 保団連は毎年この調査結果をマスコミ

に報告されている。皆さんは保団連に入

られているのでよくご存知と思う。当然

厚労省もこれを知っている。資格証明書

の人はほとんど病院へかかれないという

ことは、わかっているにもかかわらず、

資格証明書世帯の実態調査をやらない。

私は新聞や昨年出した本の中でも厚労省

は資格証明書の世帯の生活実態調査をす

るようにと幾度となく言ってきている

が、一貫してこの生活実態調査はやられ

ていない。それをすれば大変な状況が出

てしまい、また運動も盛り上がってしま

うので逆効果ということで敢えてやらな

いのだろう。やはりやっていただかなけ

ればいけない。 

 経済的理由から病院にかかれず手遅れ

で死に至るケース、表－13がそれで、民

 

  定期総会の記念講演掲載２回目-(2～5面に掲載)- 

講演の構成 
はじめに 

皆保険の中心をなす国保 

滞納者の増、収納率低下の今 

国保の危機をさぐる 

 1.国保加入世帯（世帯主）の職業構成  
  の変化 
 2.国保加入世帯の貧困化 
 3.何故国保料は高いのか 
  ①事業主負担がない 
  ②資産割や応益割がある 
  ③国庫負担の減少 
                     以上、前号掲載 

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
734.939 767.060 781.211 805.548 947.092

回答都道府県数 30 39 45 32 34
同平均 15.96 14.99 14.78 13.09 12.90

1/46 1/51 1/52 1/61 1/73

一般被保険者（47都道府県）

出典：「国保資格証明書を交付された被保険者の受診率の調査結果（2008年度、2009年度）」全国保険医団体連合会、
2010年11月29日より。
注：一般被保険者の受診率は、国保中央会が「国民健康保険の実態」公表しているもので、被保険者100人当たりの年間レ
セプト件数。資格証明書での受診の場合は、医療機関はレセプトに「特別療養費」と朱書きして国保連合会に提出するの

で、資格証明書被交付者100人当たりの年間特別療養費件数を示した。

資格証明書

一般と資格証明書の受診格差

表-12　国保資格証明書交付被保険者の受診率
（単位：回）

調査年 資格証明書 短期保険証 無保険 無保険割合 合 計
2005～2006年 　10人 1人 13人 54.2% 24人
2007年 5 7 15 55.6% 27

2008年 7 13 11 35.5% 31
2009年 4 6 27 73.0% 37
合 計 26 27 66 55.4% 119

出典：全日本民主医療機関連合会国民運動部「2009年国民健康保険など死亡事例調査報告（第4回）」全日
本民主医療機関連合会、2010年3月11日より。

保 険 種 別

表-13　 保険種別ごとの手遅れ死亡事例
（単位：人、％）

表-5　国保世帯における滞納世帯の割合、短期保
　　　　険証交付世帯、資格証明書交付世帯数

滞納世帯 短期証交付 資格証明書交付
の割合 世帯数 世帯数

2004年度 18.9% 104.6万人 29.9万人
2005年度 18.9% 107.2万人 31.9万人
2006年度 19.0% 122.5万人 35.1万人
2007年度 18.6% 115.6万人 34.0万人
2008年度 20.6% 124.2万人 33.9万人
2009年度 20.8% 120.9万人 31.1万人
出典：国保の数値は、厚労省省保険局国民保険課「平成20（2008）年度国
民健康保険（市町村）の財政状況等について＝速報＝」厚労、2010年2月
2日より。

年度

編集部注）表5は,講演では前号の「滞納の増、収納率低下の今」のとこ
ろで参照されていた。資格者証が語られる本号での掲載とした. 
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 例えば、山口県では、2009年で差し押

さえが非常に増えている。2008年の46％

増、1.5倍になった。5億1100万円。各地

で収納率が下がっている中で差し押さえ

件数、額もずいぶん増えてきている。そ

して島根県ではあってはいけないことが

あった。そのケースで共産党の議員の方

が県議会で質問をしている。奥出雲町

で、農業用の運搬車、コンバイン、こう

いうのが差し押さえられている。そして

雲南市では母子家庭に支給されている児

童扶養手当、これも差し押さえられてい

る。これは非常に大きな問題だ。なぜな

ら、国税庁、国税徴収法基本通達という

ものがある。国税徴収法第48条に差し押

さえ禁止についての項目がある（資料-

2）。「国税を徴収するために必要な財

産以外の財産は、差し押えることができ

ない」これはわかりにくい形で書いてあ

る。そして国税徴収法基本通達、2010年6

月15日に改訂（資料-2）されているが、

実は、差し押さえは職員の裁量によると

いうことになっている。幅広くその徴収

員が判断すれば、何でも差し押さえられ

るというのが通達。ただこうも書いてあ

る。差し押さえるべき財産について滞納

者の申出があるときは、諸般の事情を十

分考慮する。そして滞納処分の執行に支

障がない限り、その申出に係る財産を差

し押さえてはいけない、と。これは大事

なこと。１つ目が第３者の権利を侵害す

ることは少ない財産であること、これは

当然。２つ目が非常に大事、滞納者の生

活の維持又は事業の継続に与える支障が

少ない財産であること。農業用の運搬

車、コンバインは農業従事者にとって

は、生活の維持、事業の継続に絶対必

要。これがなくなれば農業ができなくな

る。通達に反して奥出雲町ではやってい

たということになる。 

 もうひとつは児童扶養手当を差し押さ

えた例。どういうことか。児童扶養手当

は母子世帯に対して子供の扶養条件が悪

いということで社会手当として出るも

の。その扶養手当を差し押さえている。

収入認定し、収入だということで差し押

さえた。児童扶養手当法の第24条では

「手当の支給を受ける権利は、譲り渡

し、担保の供し、又は差し押さえること

ができない」とちゃんと書いてある。こ

のように受給権の保護を謳っているにも

かかわらず、差し押さえていたというの

が島根県の例。そして児童扶養手当法の

25条には、「租税その他の公課は、手当

として支給を受けた金銭を標準として、

課することができない」と書いてある。

つまりこの部分は公課してはいけないと

ちゃんと書いてある。公課の禁止を謳っ

ているにもかかわらず児童手当を差し押

さえてしまった。完全に法律違反で、こ

ういうことがまかり通っている。 

 こんなことが何故起きたかというと、

徴収員の裁量に任されているからだ。徴

収員は非常勤職員として徴収員として雇

資料-1　財産の差し押さえ規定

 滞納処分の流れは以下のとおりです。
1 財産の調査
預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産があるかを調査します。取引金融機
関、給与支払者、保険会社、法務局などを対象に調査をします。
2 財産の差押
調査により発見した財産の差押えを行います。差し押さえられた財産は勝手に解約
や売却することができなくなります。給与には法律で決められた差し押禁止の範囲が
あるため、全額差し押さえられることはありません。
3 財産の換価
差し押さえた財産について、預貯金や給与であればそのまま取立てを行い、生命保
険であれば解約し返戻金の取立て、不動産であれば売却代金の取立てを行い、未納
になっている保険料に充当します。

・大田区：財産の差し押さえ

・文京区：滞納処分

・中野区：滞納処分

・札幌市：滞納処分・・・財産を差し押さえることがあります。

 再三の催告にもかかわらず、特別な理由なく保険料を納付しない場合に、法律に基づ
き預金や生命保険、不動産等の差し押を行いました。過去3年度及び直近の実績は以
下のとおりです。

 納付相談のない方、納付約束を守らない方などに対して財産（預貯金、不動産、年金、
生命保険、給与など）の差し押さえを行います。

 長期滞納が続いた場合には、法律に基づき財産（給料、不動産など）の差し押えを行い
ます。

・小田原市：滞納したままでいると・・・

出典：各自治体のホームページより抜粋した。

 保険料を滞納したままの状態が続き、自主的な納付が見込めない場合、法律に基づい
て滞納処分を行い、強制的に保険料の未納に充当します。

 保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照
会を行います。 この調査結果により、財産や給与を差し押さえることがあります。

資料-2
国税徴収法
（超過差押及び無益な差押の禁止）第48条 国税を徴収するために必要な財産以外
の財産は、差し押えることができない。２ 差し押えることができる財産の価額がその差
押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権
の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。

国税徴収法基本通達47－17（国税庁、2010年6月15日改訂）
財産の選択
17 差し押さえる財産の選択は、徴収職員の裁量によるが、次に掲げる事項に十分留
意して行うものとする。この場合において、差し押さえるべき財産について滞納者の申
出があるときは、諸般の事情を十分考慮の上、滞納処分の執行に支障がない限り、そ
の申出に係る財産を差し押さえるものとする。
(1)　第三者の権利を害することが少ない財産であること（第49条関係参照）。
(2)　滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること。
(3)　換価に便利な財産であること。
(4)　保管又は引揚げに便利な財産であること。

われるだけで、公

務員でない場合が

多い。愛知県の一

部の市部において

は業者にアウト

ソーシングしてい

る。つまり、サラ

金で取り立てるよ

うな業者に委託す

る。当然取立てが

厳しくなって、法

律、通達を破って

まで、お金を徴収

する。ない人から

とってくる。雲南

市で児童手当を差

し押さえたのは、ほかに給与など差し押

さるものがなかったからで、最後の最後

に児童扶養手当を差し押さえてしまっ

た。これは完全に法律違反だ。  

③一部負担による受診抑制 

 一部負担金が重いがゆえに、正規証で

ある人が、実は病院にかかれず亡くなっ

たということが先に見た昨年の民医連の

調査にあった。現在、表14でみるように

３歳未満は２割、３歳から69歳までが３

割、70から74歳がは現役並みの所得が３

割、一般・低所得が２割、75歳以上後期

高齢者が現役並み所得が３割、一般・低

所得が１割が窓口での自己負担。つま

り、現在の自己負担は１割から３割に

なっている。被用者一般は３割の自己負

担だが、被用者本人は1980年代はゼロ

だった。覚えているかと思う。労働者本

人については負担がない時代があった。

そして高齢者についても1972年から10年

間は老人医療の無料化が施行されてい

た。わが国においても負担のない時代は

実はあった。現在は非常に高い負担だ。 

 日本の自己負担は低いといわれている

が、これを色々な資料を見つけ出し本当

にそうなのか調べた。表15はＯＥＣＤの

データ、昨年の６月に出されているもの。

保険医療の公的支出、その中で自己負

担、これがどれだけあるのかを出して、

その割合を出している。イギリスが

11.7、ドイツが13.3、フランスが7.8、ア

メリカは12.3、日本は14.6。いかにも日

本では少ない費用で誰もが医療にかかれ

ると思いこんでいるが、少なくともここ

に出した先進諸国の中では、日本は異常

に高い。つまり、すべての国民をカバー

する公的医療保険をもっていないアメリ

カよりも高い。２ポイント以上高い。それ

を考えるとわが国の自己負担は、非常に重

いということが、ここからもわかってくる。 

 一昨年、東部東上線の駅で、乗降客に

アンケートをした（図1）。３割の自己

負担は重いかを聞いたところ、62.9、約

63％の大多数の方々が重いと答えた。３

割というのは重い。皆さんは医療機関の

方なので患者さんが窓口負担が重いと感

じていることをよくわかっていると思

う。その重いがゆえに正規証があっても

病院にかかれないという人がいたという

こと。 

 図2は長瀬指数。長瀬恒蔵と

いう戦前の内務省の技官をして

いた人の著書から。長瀬指数と

いわれているが、これはいまだ

に使われている。厚労省から出

た文書を見てもまだこれを使っ

ている。2007年2月6日 第２回医

療費の将来見通しに関する検討

委員会、そこの中でも1935年に

書かれた本の統計表が出てく

る。これは何の

かというと、医

療費がどのよう

に軽減するのか

ということを自

己負担が１割か

ら全額負担まで

についてあらわ

したもの。長瀬

年　　齢 所　得　層
負　担
割　合

３歳未満 全ての所得階層 ２割
３～69歳 全ての所得階層 ３割

現役並みの所得 ３割
一般・低所得 ２割

75歳以上 現役並みの所得 ３割
（後期高齢者医療制度） 一般・低所得 １割

表‐14　 窓口での自己負担割合

70～74歳

出典：厚労省資料より芝田作成。

保健医療の

  公的支出 金　　額 公的支出に
対する割合

イギリス 147,364 20,989 11.7
ドイツ 228,348 39,530 13.3
フランス 178,952 16,122 7.1
アメリカ 1,000,582 270,321 12.3
日本 285,400 50,945 14.6

出典：OECD “Health Data 2010” June,2010 .より芝田作成。

自　己　負　担

表‐15 各国の保健医療の公的支出とその財源（2007年）
（単位：100万米ドル、％）

 

Ａ (62.9%)
Ｂ(3.0%)

Ｃ

(34.1%)

Ａ重い

Ｂ軽い

Ｃ妥当

図-1 3割の窓口負担は重いか 
出典：芝田が2009年6月10日～同17日にかけて東武東上線沿線駅に
おいて、乗降客を対象にアンケートを行った。アンケート配布数
は200部。有効回答は132部、有効回答率は66％。アンケートの実施
には立教大学基礎演習芝田クラスの学生24名が協力した。 
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図-２ 医療費の逓減・・・長瀬指数 
出典：長瀬恒蔵著『傷病統計論』健康保険医報社、1935年より芝田作成。 

注：自己負担が無料の時を１として、負担が増えるに従って医療費が無料の時（1）に比べ

どう逓減するのかを表している。 
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さいたま市 ○      0世帯 0.00% ○
川越市 × 0 0.00% ×
熊谷市 ○ 6 2.00% ○
行田市 ○ 0 0.00% ×
秩父市 ○ 0 0.00% パンフ無し

飯能市 ○ 0 0.00% ○
本庄市 ○ 0 0.00% ○
東松山市 × 0 0.00% ×
春日部市 × 0 0.00% ×
狭山市 ○ 2 1.00% ○
羽生市 ○ 0 0.00% ×
鴻巣市 × 0 0.00% ×
深谷市 ○ 0 0.00% ○
草加市 ○ 0 0.00% ○
越谷市 × 0 0.00% ○
入間市 × 0 0.00% ×
鳩ヶ谷市 × 1 1.00% ×
朝霞市 ○ 2 1.00% ○
志木市 × 0 0.00% ×
和光市 ○ 0 0.00% ×
新座市 ○ 0 0.00% ×
桶川市 ○ 0 0.00% ○（一部）
久喜市 × 0 0.00% ○
北本市 × 24 21.00% ○
富士見市 ○ 1 1.00% ○
鶴ヶ島市 ○ 0 0.00% ×
ふじみ野市 × 0 0.00% ×
滑川町 ○ 1 4.00% ×
嵐山町 × 0 0.00% ×
小川町 ○ 0 0.00% ×
川島町 ○ 0 0.00% ×
鳩山町 × 0 0.00% ×
皆野町 ○ 0 0.00% ×
美里町 × 0 0.00% ×
神川町 ○ 1 4.00% パンフ無し

上里町 × 0 0.00% ×
寄居町 ○ 0 0.00% ×
騎西町 ○ 0 0.00% ×
白岡町 ○ 0 0.00% ×
北川辺町 × 0 0.00% ×
鷲宮町 × 0 0.00% ×
杉戸町 × 1 1.00% ×
松伏町 × 0 0.00% ×
東秩父村 ○ 0 0.00% ×
（出典）芝田が、2009年6月12日から同30日に、埼玉県下全70市町村に対し「国
民健康保険に関するアンケート調査」を実施。44市町村より回答が得られた。
有効回答率62.9％。

表-16　一部負担金の減免・猶予について（2008年度）

市町村

一部負担金の
減免・猶予を
条例・規約で
規定してるか

国保法第44
条を利用し
た世帯

国保法第44
条を利用し
た世帯の割
合

国保パンフ
レット等に
記載してい
るか

さんは研究者ではなく保険数理をおこな

う技官、この方が傷病統計論を1935年に

出している。その中で出ている。 

 まず無料の場合にかかる医療費を１と

する。１割負担になると0.848まで下が

る。そして５割負担で0.4、全額負担では

0.2になる。つまり、医療費が５分の１に

なるということは病院にかかる率もほぼ

５分の１になる。つまり、自己負担が増

えれば増えるほど、病院にはかからなく

なるということが長瀬指数の重要な点。

だから、一般的に言われている３割負担

でも0.59、つまり0.6、本来かからなくて

はいけない人の約４割が３割負担でか

かっていないということを推計すること

ができる。その意味ではこれは非常に問

題だ。諸外国と比べても自己負担の割合

が高いということを考えると、早急に自

己負担割合を減らしていかないといけな

い。そうでないと、医療機関にかかれず

名　　　　称 診療科名 郵便番号 所　　在　　地 電　話 開設者 ・ 管理者 従事形態 病床 指定日

いずみ眼科 眼 386-0025  上田市天神三丁目５番１アリオ上田２階 0268-75-8641   個人 ・ 泉　研一 常勤 1 無 平23/4/20

いいやま診療所 ひ　他 389-2254  飯山市南町１３番１３ 0269-67-0100   個人 ・ 濱田　隆正 常勤 1 無 平23/5/1

社会医療法人財団慈泉会地域在
宅医療支援センター塩尻診療所

内  399-0744  塩尻市大字大門字桔梗ヶ原７９番２ 0263-53-8627
開:慈泉会理事長 相澤
孝夫 ・ 管：翠川洋子

常勤 1、非常
勤1

無 平23/5/1

たばたクリニック 内　神内 385-0034  佐久市平賀字川原田２３６６－２ 0267-63-2821   個人 ・ 田畑　賢一 常勤 1 無 平23/4/26

高森眼科 眼 399-3102  下伊那郡高森町吉田２２９３番地 0265-35-8282   個人 ・ 飯島　隆彦 常勤 1 無 平23/5/1

おひさまクリニック 内　他　小外 399-8211  安曇野市穂高北穂高１４３－７ 0263-88-7692   個人 ・ 上條　剛志 常勤 1 無 平23/5/1

あおぞら歯科医院 歯 小歯 口腔 矯歯 399-0005  松本市野溝木工１丁目６－３２ 0263-88-7288   個人 ・ 古屋　健一郎 常勤 1 無 平23/5/1

※診療科名は頭文字又は略記載。※※開設者が個人の場合は開設・管理者は同一。※※※従事形態は診療所は医師、歯科診療所は歯科医師。　※※※※指定期間は指定日より 6年。

 関東信越厚生局で公開の長野県分の

保険医療機関指定状況から医科と歯科

の新規分紹介。4月1日～5月1日間は医科

６件、歯科1件だった。（氏名敬称略） 

に亡くなる人が今後も増えていくという

ことが言える。 

④一部負担の減免、支払猶予 

 一部負担金については減免、猶予、支

払猶予ということがある。これは自治体

の条例や規約で決めることになってい

る。国民健康保険が施行されて53年経

つ、半世紀以上経っている。ところが減

免等の条例や規約を持っていない自治体

が圧倒的に多いということは問題だ。こ

れは怠慢以外の何者でもない。半世紀は

非常に長い。半世紀たっても、これすら

自治体はもっていない。 

 たとえば表16の2008年の埼玉県を見て

いただきたい。一部負担金の条例、規約

を規定しているかを見てみると、大きな

川越市すら条例や規約がない。さいたま

市に次ぐ大きな市でもない。越谷、入間

もない。ちょっと考えられない。半世紀

経ってまだ条例規約すらもてない。 

 各自治体は国保のパンフ

レットを出しているが、そ

こに減免等のことが記載さ

れているのか。条例や規約

をもっていてもパンフレッ

トには一切記載してないと

ころが多い。つまり、本来

なら減免、猶予にあたる特

別の理由と言われている

が、それにあたるにもかか

わらず、そうしたパンフ

レットに書かれていないの

であれば、それを自体窓口

に言いに行くということは

まず不可能。つまり、自治

体はそういうものを積極的

に知らせていかなくてはい

けないにもかかわらず、そ

ういうことを一切行ってい

ない。条例、規約さえ作っ

てないところが非常に多い

ということは、大変残念な

こと。これは早急に作って

いかなければいけない。こ

れは各自治体に要求すれば

簡単にできるという問題よ

りも、厚労省が率先して条

例や規約で定めるものをつくりなさいと

通達を出すべきだ。ただ、それは出され

ないだろう。なぜなのかというと、2018

年をメドに国保を広域化するというスケ

ジュールを立てている。その前に後期高

齢者医療制度でいわゆる都道府県立の国

明ではある話だが、社会保険としては非

常に不十分な書き方だ。 

 これは幾度となく色々な団体がおかし

いということを指摘しているにもかかわ

らず、自治体のパンフレットはいまだに

変えられる状況でない。政府はどうか。

これも調べて見てびっくりした。 

 政府広報オンラインというものがあ

る。いまでも調べることが出来るが、こ

れで国保の説明がちゃんとある。厚労省

は相互扶助だとは説明してないと言って

いるが、政府広報オンラインをみるとそ

うは書いてない。「国民健康保険は、世

帯主一人一人がふだんから保険料（税）

を納めることによって、病気やけがをし

たときに安心して医療を受けられるよう

にする相互の助け合いの仕組みです」と

書いている。いまだに政府の公式なホー

ムページでも、「相互扶助」、「助け合

い」としか書いてない。社会保障だとの

文言は政府広報オンラインにはどこにも

存在しない。政府としてそういうことを

やっているのは大きな間違い。現行の国

保法を理解してない人が書いていると言

える。 

 この誤解はなぜ存在するのか。1938年

の旧国保法の条文によるところが大きい

と考える。旧国保法第1条は「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ナス

ルコトヲ目的トスル」とし、「相扶共

済」相互扶助とこう書かれている。とこ

ろが1958年に出来た新国保法の第1条は、

同じく目的を書いたものだが、ここには

そういうことは書いてない。「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」としか

書いてない。社会保障というふうにしっ

かりと書いてある。これは大事なこと。

社会保障か相互扶助なのかによって違っ

てくる。 

 社会保障という場合は、お金があるな

い、お金を出した、出さないに関係な

い。生存権保障としての医療を受ける、

治療を受けることができるというのがは

社会保障。つまり相互扶助で説明される

と、これは商品と同じ。お金を出したか

ら見返りとしている医療を治療行為が受

けられるとなってしまえば、これは商品

の説明になる。やはり社会保障、お金が

なくていい、出さなくていい。社会保障

としてあなたの生存権を保障しますよ、        

保にする。その後に一般地域住民の国保

を都道府県に拡大する。それが2018年。

だから市町村が動くはずがない。どう

せ、都道府県、長野県で言えば長野県が

保険者になるんだから、敢えて各市町村

がそんな条例案をつくる必要がない。意

味がなくなるということで、国保に関し

ては市町村の動きが悪くなるだろうとい

うことが予想される。いろんな運動を

やっても「広域化するのだから、それを

待ってくれ」とたぶん言う。 

 そういう意味ではせっかく法律で減

免、猶予ということが、一部負担或いは

保険料についてあるにもかかわらず、そ

れの恩恵にあずかれない人が沢山いる。

結果的には、保険料、一部負担が払えな

くって、病院にもかかれない。なおかつ

亡くなってしまうという人を放置するこ

とになってしまう。これは看過できない

大きな問題だ。 

⑤国保改革の視点 

 今回、2010年度の国保のしおりを東京

23区もらいに行ってきた。大変な量に

なったが、全部読んでみた。国保につい

て、まずほとんどの特別区、２、３違う

書き方があったがほとんどの特別区は

「相互扶助」だと書いてある。例えば、

豊島区、「国民健康保険は、病気やけが

にそなえて加入者が日ごろから収入に応

じて保険料を出し合い、そこから医療費

を支出しようという相互扶助の制度で

す」と書いてある、渋谷区、「国保は、

お医者さんにかかったとき、少しでも経

済的な負担が軽くてすむように、ふだん

から保険料を出し合い医療費にあてる相

互扶助の制度です」、葛飾区、「国保

は、この公的医療保険のひとつで、日頃

からお互いの収入に応じて保険料を出し

合い、そこから医療費を支出しようとい

う相互扶助制度です」、似たりよったり

のことが全国の自治体のパンフレットに

書いてある。 

 一貫して相互扶助、つまり社会保障だ

とは書いてない。病気やけがの人がいて

日ごろから保険料を出し合って、そこか

ら医療費を支出する。ここにはどこにも

公費負担があるだとかいうことは一切書

いてない。つまりわれわれ国民が国保に

入ったらその保険料を出して、保険料か

ら病気になったり、医者にかからなけれ

ばならない傷病に関して支出を行うとい

うことで、国庫がそこにあるのかないの

か、一切触れてない。つまり私保険の説
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というのが医療、国民健康保険制度であ

るはず。いつのまにか公的な説明はそう

ではなくなった。相互扶助だからお金を

出さないものは、その恩恵にあずかれな

いかのように説明されていて、国民はど

うしてもそれを信じてしまう。役場の窓

口に行けば、皆さんの保険料で国民健康

保険は成り立っている、保険料を払わな

くてはいけません、とポスターが貼って

ある。払わなければ病院にかかれないの

かなあと思うのが人情。それは非常にお

かしいことだと我々は理解しなければい

けない。 

 医療というのは、療養の給付、現物給

付のこと。だから医療を必要とするとき

は必ず、療養の給付として、病人なり、

けが人なりが現物給付としてそれを受け

られる。これは商品でないということを

我々はしっかりと肝に命じければいけな

い。運動の場合もそういう視点をもたな

いと、間違った商取引のようなものにな

る。介護保険が実はそう。 

 介護保険と医療保険は似て非なり。医

療保険は現物給付、つまり療養の給付と

いう現物が給付される。ところが介護保

険は介護用の給付にしかなっていない。

これは現金給付型の社会保障、介護保険

の場合は１割の自己負担に介護保険から

の９割を足して10割にして介護サービス

を事業者と契約して買う。つまり、介護

保険の場合は商品を購入するという概

念。だから商品を売るのは会社、株式会

社でいいから、ニチイや潰れたコムスン

など大量に介護サービスに参入してい

る。これはなぜなのかというと、同じ社

会保障であっても現金給付型の社会保険

だからだ。介護保険の場合は買うという

概念、商品を売るのは誰でもいいという

ことで株式会社が入ってきた。医療は違

う。現物給付だから、これは規制が加わ

る。だから株式会社が入れない。 

 これはちょっとややっこしい説明にな

るが、正確に知らせた方がわかりやす

い。日本国憲法第89条がある。25条と89

条は実はセット。25条は「国民は健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利を有

する」。その2項、その責任を国が自治

体が行うということになっている。とこ

ろが、89条は大変面白い条文で公金支出

禁止条項と言われる。いわゆる宗教、あ

るいは私的教育、そして医療を含む慈

ことになるから、いわゆる慈善事業に対

する医療や福祉に対する公金支出禁止に

はならない。本人にお金を出す。本人は

９割分の保険給付と自己負担の１割を足

して買うということだから、これは公金

支出にならない。 

 実際は、我々が直接もらうのではな

い。介護保険被保険者がもらうわけでな

い。代理徴収ということで介護保険の事

業者が９割をもらっている。代理徴収で

徴収が楽になる。一人ひとりに実際に出

して、それを10割で買うということにし

てしまうと、ややっこしいから法律上は

代理徴収ということにして、株式会社が

受け取っているが、株式会社にお金を渡

していることになっていない。サービス

を利用する本人に渡している。個人に対

する給付は生活保護もそうだが、公金支

出禁止にはならない。だから介護保険の

場合は株式会社が堂々とサービスをして

いる。これは25条と89条の関係から。そ

ういうことを理解すると似ているようで

介護保険と医療保険は違うということが

わかる。          

【編集部注：講演は以上で完。なお、質

疑応答部分は抜粋で紹介予定。】 
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善、こういうものについては公費を支出

してはならないとなっている。これを公

金支出禁止条項という。つまり、私的な

ものに対して、宗教は私的でないが、宗

教法人、宗教行事に対して公費は出せな

い。学校についても教育に公費は直接出

せない。福祉や医療についても慈善とい

う枠の中では私的なものに出せないこと

になっている。 

 ところが医療に関して言うと、公の支

配する機関しか医療行為をすることがで

きない。つまり、医療法人であるとか自

治体であるとか、国立であるとか、或い

は大学の付属病院、これは法の支配する

施設機関と呼ばれている。つまり、私的

に慈善をやっているものとは違う。公的

にやっているから診療報酬が出せる。だ

から法の支配する施設でないといけない

から当然株式会社は入って来ない。だか

ら病院には株式会社は存在しない。法の

支配する施設しか公金は流せない。これ

は89条の規定による。 

 ところが福祉の場合は違う。介護保険

の場合、私的な慈善事業に対して公金を

支出していることにならない。つまり、

サービスを利用する本人に給付している

 長野県保険医協会で現在実施中の署

名は下の表の４点。 

 医療機関の窓口で患者さんへお願い

していただきたい。また保険医本人・

家族、医療機関の職員分も是非、お願

いしたい。 

 署名の中間集約は５月末。それ以降

も継続します。 

 国会の衆参議長宛の請願署名は、国

会行動の際、県選出議員に紹介議員を

依頼、暫時提出していきます。また阿

部県知事宛の署名は、県保険医協会を

はじめとする福祉医療給付の改善を進

める会の構成団体で進められており、

秋口に提出を予定しています。 

 署名用紙や解説資料パンフ、リーフ

 

待ち合い室置きや配布を呼びかけて

いるパンフとリーフ 

 上は「患者・利用者負担を大幅に

軽減し、いつでも安心して受けられ

る医療・介護の実現を求めます」タ

イトルの４

要請項目関

係のパンフ

レット。同

パンフは追

加 １ 部 30

円。 

 右縦の3

点は50枚枚

まで無料で

配布の見開

きとなる３

種のリーフ

レット。そ

の ３種の

リーフレッ

トは切り取りの署名用紙付になっている。 

の追加は協会026-

226-0086へ。 

  

本ページ右端の縦３点のリーフの中の切り取り部分の表裏 

あて先 請願や要請のタイトル（太字）と請願や要請の項目 署名用紙の形
患者・利用者負担を大幅に軽減し、いつでも安心して受けられる医療・介護
の実現を求めます
一.患者の医療費窓口負担を大幅に軽減してください
一.高齢者を差別する後期高齢者医療制度は直ちに廃止し、高齢者が安心し
　医療が受けられる制度にしてください
一.高すぎる国保保険料（税）を引き下げてください。国保や後期高齢者医療
　制度の保険料を払えない人から、保険証を取り上げないでください
一.家事援助や軽度要介護者の給付削減や利用料の引き上げをやめ、必要
　介護サービスを安心して受けられる介護保険制度にしてください
消費税の増税中止とゼロ税率を求める署名
1.消費税の増税を中止すること
2.医療をはじめとする生活必需品にはゼロ税率を適用すること
子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める要請書
1．子どもや障がい者等の福祉医療給付制度は、現行の自動給付方式をや
　め、窓口無料にしてください
2.制度のあり方を検討する場をつくり、子どもの親や障がい者などの当事者を
　参加させてください
乳幼児医療費無料制度の請願署名
１.小学校就学前までの子供を対象とした国の医療費無料制度を早期に創設

集まった署名の送付先:　〒380-0096長野市鶴賀629-1 長野東口ビル９Ｆ　長野県保険協会
各署名用紙の請求は,長野県保険医協会（電話026-226-086）へお願いします。

国会（衆
参議長）

「患者・利用者負担を大幅に軽減し、
いつでも安心して受けられる医療・介
護の実現を求めます」…1枚のチラシ
（2種あり。協力訴え資料面と署名が
表裏のもの、署名面のみのもの）

阿部知事
「障がい者・子どもの医療費を窓口無
料に！」　…1枚のチラシ（協力訴え
資料面と署名面が表裏）

「地域から広げよう乳幼児医療無料
制度」…4頁リーフの4頁目が署名用紙

「ホントにいいの？消費税の増税」…
1枚のチラシ（協力訴え資料面と署名
が表裏）

国会（衆
参議長）

国会（衆
参議長）

 


