
 政権交代してから民主党として、はじ

めて社会保障改革の方針を示す「社会保

障・税一体改革成案」が６月末に決定、

長野県保険医協会を含め各地から問題点

指摘の声明等が出ている。こうした中、

８月21日上越市で開催の保団連北信越ブ

ロック会議では、保団連・竹崎三立副会

長の基調報告を受け、北信越ブロックと

して一体改革の問題点、今後の運動対策

について共通認識を深めた。 

 標題の基調報告の要旨は次の通り。 

一体改革理解のための歴史的背景 

 消費税導入以後の90年代の税収構造の

変化と新自由主義的な税制の枠組みが日

本の政治のあり方、財界のあり方を規定

してきた。基幹税が消費税に移管され、

国家財政が消費税に頼らざるを得ない税

収構造になってきた。そうした中で垂直

的所得再分配機能が低下し、伝統的福祉

国家イメージが否定されて社会保障の抑

制、切捨て、自己責任論が強調されてき

た。 
   一体改革に至るまでの経緯 
 安倍政権まで継承された小泉構造改革

路線によって社会保障は切捨てられ、医

療崩壊を導いた。これに対する国民の怒

りが2007年の参議院選挙での自民大敗北

につながり、それを契機に福田政権の社

会保障国民会議、麻生政権の安心社会実

現会議という中で、増税による社会保障

の機能強化という路線に転換せざるを得

なくなった。 

 民主党の社会保障・税一体改革の検討

は、昨年10月に政府・与党社会保障改革

検討本部が立ち上がり、本年１月に集中

検討会議が設置され６月３日に成案決定

会が設置、６月30日に成案が確定した。

しかし、確定したものが７月１日に閣議

決定ではなく閣議報告となった。 

 社会保障と税の一体改革の特徴をまと

めると、①小泉構造改革路線からの撤退

により中福祉・中負担・機能強化への路

線変更、②財政赤字・財政危機の原因が

税収入不足であるといった認識、③自

助・共助の強調と公助の後退、④重点

化・効率化・選択と集中、⑤給付負担の

世代間・世代内での公平の強調、つま

り、垂直的な所得再分配

よりも水平的な所得再分

配。⑥社会保障の改革と

財政健全化の同時達成で

ある。 

一体改革の狙い 
 一体改革自体は社会保

障国民会議以降の流れを

汲んだもので基本的には大きく変わるも

のではない。社会保障機能はある程度強

化しなければならないというスタンスで

増税を必要とする。緊縮財政で社会保障

を切り捨てた小泉構造改革路線と、形式

上は一線を画すが、結局は新自由主義的

税制改革による消費税増税と社会保障の

市場化が真の目的といえる。 

具体的な８つの問題点 
 １番目には、消費税増税と法人実効税

率の引き下げにより内部留保が増加する

一方で勤労所得の減少が大きく進んだ。

1989年以降の消費税収は、法人減税の穴

埋めに使われていたといえる。消費税に

求める前に、まず大企業に応分の負担を

求めるべきである。 

 ２番目に社会保障を「共助と連帯」の

概念で包摂し、国が責任を持つべき「公

助」を救貧対策に限定している。自己責

任と受益者負担の考え方を強化し、公的

給付の提供主体を民間営利企業やボラン

ティア等に移行していく。こうして個人に

責任転嫁する方向性は本来の社会保障の

あり方を根底から覆す大きな問題である。 

 ３番目は、消費税増税と社会保障目的

税化の矛盾だ。社会保障費と消費税をリ

ンクさせ際限なく増税可能な仕組みが狙

われている。医療費が増えれば増えるほ

ど消費税を上げなくてはならないことに

なる。基幹税を目的税化するということ

は財政学の常識に反すると夏季セミナー

で二宮神戸大教授も強調している。また

社会保障目的税化するということは特別

会計扱いになる。目的税化されると消費

税１％が地方に回ってこなくなり地方で
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(５)病名漏れによる査定（減点）の件数は

2009年と2010年でどう変わりましたか 

 設問３）と同じく、５割の医療機関で病名漏れに

よる査定件数は「変わらない」との結果だったが、

３割の医療機関では病名漏れによる査定

が「増えた」とした。 

 次号では、＜審査、返戻、査定（減

点）について＞の2として納得できな

かった査定事例について紹介する。 

増えた 36 31.9%
減った 11 9.7%
変わらない 59 52.2%
未記入 7 6.2%
合計 113 100.0%

 関東信越厚生局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

新規分を紹介。8月2日～9月1日間は医科

3件、歯科1件だった。（氏名敬称略） 
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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

 ひまわりレディースクリニック 産　婦 382-0099  須坂市墨坂四丁目７番１号 026-285-0311 個人 ・ 伊藤  知英 常勤 1 8 平23/9/1

 みうら内科クリニック 内 391-0002  茅野市塚原２丁目７番地９号 0266-78-7710 個人 ・ 三浦  浩史 常勤 1 無 平23/8/22

 てらおかクリニック 内　リハ 384-2104  佐久市甲１０６２－２ 0267-51-5222 個人 ・ 寺岡  史人 常勤 1 無 平23/8/31

 クローバー歯科・矯正歯科 歯 矯歯  口腔 小歯 381-0042  長野市稲田１－３２－１３ 026-263-2323 個人 ・ 宮野  敬三 常勤 2 無 平23/9/1

※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。

は単独事業を切り捨てざるを得

ない。こども医療費助成等の都

道府県独自制度には基本的には

消費税収を回らないことになる。 
 ４番目は医療における給付削

減と患者負担増である。外来受

診時定額負担の導入が盛んに論

議されているが、１回100円で

1300億円くらいになる。市販類似薬の患

者負担引き上げも計画されている。また

外来患者数の５％削減で1200億円、平均

在院日数を減らして4300億円の削減目標

もある。 

 ５番目は、財政中立を原則としている

ということだ。例えば、高額療養費制度

拡充と外来受診時定額負担、低所得者の

国保料軽減と国保都道府県単位化、低所

得者の年金加算と高所得者の年金削減、

総合合算制度と共通番号制など一方で良

いことはいうが、必ず抱き合わせで財政

中立を基本的なスタンスとしている。 

 ６番目に、医療費削減を前提とした医

療・介護提供体制の抑制だ。平均在院日

数の更なる短縮、要介護認定者の3%減少

を目標とし、その受け皿としての地域包

括ケアで24時間訪問介護・訪問看護と一

体的提供するというが、本当に実現可能

なのかが問われる。 

 ７番目は地域保険への一元化を目指す

高齢者医療・国保制度「改革」の問題

だ。後期高齢者医療制度は2013年に廃止

されるが、①国保高齢者部分の都道府県

単位化 ②国保の都道府県単位化 ③地域

保険への医療保険一元化と３段階で再編

が進められようとしている。保険料の高水

準化、事業主負担の根拠の曖昧さ、診療報

酬の都道府県単位化などが問題となる。 
 ８番目は「共通番号」。番号で社会保

障給付と負担を個人管理するが、民間営

利資本に利活用される危険性も高く、小

泉構造改革で盛んにいわれた「社会保障

個人会計」の試行段階ともいえる。 

 こうした問題のある一体改革成案に対

しては、社保審医療保険部会の審議で

も、中医協でも外来受診時定額負担には

反対、慎重意見が多く出されている。し

かし、中医協では自己負担は３割を限度

といった法令に抵触しないかという意見

に対し、厚労省は「必要に応じて法改正

も辞さない」構えを示している。また厚

労省の保険局長は一体改革成案を「成果

とするべく取り組む」、医療課長は「閣

議決定と同様に取扱う」と言っている。 

まとめ 
 原則論からいうと、①憲法第25条の生

存権を軸にしたナショナル・ミニマム保

障を基本にしながら、地方自治体がそれ

ぞれの特性に応じてプラスアルファでき

るものやるのが社会保障のあり方だ。そ

して応能負担原則を起点にした医療・社

会保障財政の確立を目指すべきだ。アメ

リカからの強い要求である保険原理を封

じ込めなければ社会保障の基本が揺ら

ぐ。現物給付原則を守り、適切な医療提

供体制を確保する上での国の公的責任の

必要性をきちんと要請する必要がある。 

 国民皆保険50周年を迎えるが、日本が

目指すべき社会保障の方向性としては

ヨーロッパ並の社会保障実現に向けて、

企業の社会保険料負担増を目指すべき

だ。企業、事業主の社会保障財源への拠

出をヨーロッパ15カ国並に引き上げれば

20～25兆円程度の財源が捻出される。法

人税を上げる、下げるの前に企業がヨー

ロッパ並みに社会保険料をきちんと払え

ば財源が出てくるということを国民に知

らせなければいけない。また税収構造は

戦後の税制の大原則に従って、基幹税は

消費税ではなく所得税（法人税）、資産

課税であることを改めて捉え直し、その

考え方に戻す必要がある。 

保団連としての運動課題 
 国民と共にどう運動をすすめていく

か。社会保障と税の一体改革は全国民へ

の挑戦である。東日本大震災からの復

旧・復興課題、TPP問題、原発・エネル

ギー問題など国民的課題が山積している

が、国民が国のあり方に疑いの目をもっ

ている今こそ、国民・世論を結集し一緒

に運動ができる時期でもある。医療問題

のみに留まることなく広く国民各層の要

求と共同した運動の構築が必要だ。 

 財源問題についての国民的論議も必要

である。我々も消費税反対だけの運動で

はなく、もっと広い意味での税と社会保

障の議論が必要だ。無駄を省く視点のみ

では財政・財源問題の解決は限界がある

こと、税収拡大の必要性があることを国

民自身も認識しなければならない。同時

に基幹税は資産課税・所得税・法人税で

あるといった共通認識をもつべきであ

る。また我々の事業税の問題、４段階税

制の問題なども含めて議論することが求

められている。 

問題点をしっかり国民に訴える運動 
 一体改革は消費税の増税が最大の狙い

なので、患者・国民の命を本気で守るた

めには、国がしっかりと社会保障に対す

る責任を持たなければならないことを国

に対して訴えなければいけない。消費税

増税を許さず、ゼロ税率の適用を求める

運動、大企業等に応分の負担を求める運

動を一緒に進めていきたい。 
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