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く影響を受けましたが、真相を知った

一部の県会議員や知識人、文筆家と

いった人たちは「島崎藤村を守れ、馬

籠宿を守れ」とあちらこちらで声を上

げていました。 

 県内における単なる市町村合併とは

違い、越県合併は様々な問題を抱えて

いました。古くからの慣習や生活様式

が色濃く残る県境の山奥では、信州人

として生まれ育ち、信州人として一生

を終えたいとする人た

ちが多くいました。そ

れらは、地域に根ざし

た身分権あるいは人格

権として守られてしか

るべきものであり、人

の基本的な権利は侵さ

れてはならない。たと

えそれが少数であろう

とも、守るべきものは

守らなければ

ならないものだったのです。 

 この書は影の事務局として

活躍した著者により、当事の

合併反対運動の活動状況や資

料等が忠実に纏められていま

す。越県合併とは何か、民意

とは何かを考えさせられる一

冊です。 

Ｂ５版 220ページ、定価1,200円（送料別） 
申し込み先 〒399-0781塩尻市広丘郷原1780 松本
歯科大学内 日本スコラ株式会社（0263-53-4611）  

  2004年～2005年にかけ

て、平成の大合併の嵐が

日本中に吹き荒れました。 

 そんな中、全国でただ

一つ県をまたいで合併し

た村がありました。岐阜

県中津川市へと合併した

長野県山口村です。2004年

10月、松本歯科大学で上

がった山口村越県合併反対

の声は、長野

県下各地でく

すぶっていた

越県合併反対

の声をまとめ

る原動力とな

り、徐々に大きな輪となっ

ていきました。 

 当時は、脱ダムをスロー

ガンに登場した田中康夫長

野県知事が全国で注目され

ていましたが、長野県内では、自民党

県議団をはじめとする多数派の県会議

員たちとあらゆる場面で衝突するとい

うねじれ現象が起きていました。その

知事が越県合併反対を表明したことに

より、県議の大多数が合併容認に回る

という異様な様相を呈しました。その

上、地元の有力新聞が合併容認記事を

多く載せたため事態を更に悪化させま

した。一般県民はそのような状況に強
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 毎年６月、長野県を

はじめ全国各地で、松

枯れ防除の空中散布(有

人・無人)がはじまりました。36年前(昭

52年松くい虫防除特別措置法制定)か

ら、行われているとのこと。当時、私

は松本・信

大病院耳鼻

科におり、

真実探求とともに、

長野県保険医協会設

立のために、努力し

ていました。 

 このほど、縁あっ

て出むくことが多く

なり、千曲市・東御市の方々と接する

することがあり、これらの課題に関心

をもつようになりました。 

 元農民なので「農薬」には、関心が

あり、「反農薬東京グループ」「日本

有機農業研究会」などから、情報をも

らい、それらの「危険性」など整理し

ておりましたが、毎年６月全国一斎に

おこなわれていた「空中散布」には、

無知であったことを反省しつつ、齢重

ねているの

で、うまくい

くかわかりま

せんが、関連ある方々と手携え努力し

たいものです。 

 長野県林務部に出かけ、直接、塩入

部長さんとも、お会いし訴えてまいり

ました。詳しい内容、次回に説明いた

します。 

 連絡先 あおぞら診療所いまい(長野市川

中島町今井1478-2 Tel.026-283-2441）  

 

 

長野市 

河原田和夫 

この欄では、会員の院所での取り組みや地域
での活動を紹介できます。投稿又は取材要請
により紙面をまとめます。今回は投稿です。 

 

5/14*保険で良い歯科医療を求める請願署名を

歯科会員に順次発送(前号の同日記載もれ) 

5/22*長野県社保協推進協議会(以下で県社保

協と略)国会院内集会が東京で[鈴木会長,林常

任理事,宮沢事務局長,青木事務局員] 

5/23*TPP交渉参加反対会員署名、TPPリーフを

午後7時40分～9時45分 長野佐久長野松本

の4会場を結ぶ電話会議で開催.  

■会務報告等 

組織…4月は入会が医科勤務医1名、退会

が廃業等で医科開業医1名・勤務医2名で2

名の会員減。会計報告…3月度の会計報告

を承認。事務局の夏季賞与…給与規定に

基づき6/10に事務局員の夏季賞与を支給す

る。支給率は県規定により期末手当1.225

月、勤勉手当0.675。共済休保普及への対

応…他県の募集方法の聞き取り調査結果

と当県の課題が報告され、会員の13％の

加入者を目指し①事務局で担当地区を決

めて訪問活動を行う②訪問後のフォロー

③年齢による滅口者などへの電話掛け④

ファックス宣伝⑤封筒などに宣伝文句印

字⑥「受給者の声」を利用⑦法人案内を

再度行うなど取り組むことを確認。 

■医療運動課題での決定等 

1.医療情勢…①生活保護について…不正

受給についてどういった立場をとるか協

議、擁護する立場ではなく、行政が厳し

く対処すべきである。しかし、自民党を

中心に一部の不正を強調して生活保護を

切り下げようとする動きがあるため、保

護が本当に必要な人まで申請や受給がし

にくくなる法改正について反対するスタ

ンスで臨む。不正受給の実態など数値

データは資料提供する。②医療版事故調

については一部一般紙の報道が正確では

ないとの指摘、全医療機関が届出の対象

であること、予期せぬ死亡事例をすべて

届け出るということで「予期せぬ死亡」

の解釈をめぐって医師の間で問題となっ

ている等の発言があったが論議継続。 

2.TPＰ交渉参加撤回を求める運動…①長野

県連絡会の信毎意見広告、学習会、集会

等の今後の取り組み提起が報告され、意

見広告の第2弾の医療で保団連の日米薬価

比較のデータを

転載する方向を

確認。②TPP交渉

参加反対の会員FAX署名に取り組み「ＴＰＰ

と私たちのくらしのこと」リーフ(20枚ま

で無料)を併せて普及する。③社保協国会

内集会の要請の重点は生活保護問題とTPP

の2点とする。④医療機関のスタッフ全員

が「モンサントの不自然な食べ物」上映会

で観て、TPPに反対する立場になった等の

報告と協会としてこれの活用提案あり。 

3.ティッシュ署名の具体化と保団連リーフ

レットの普及…会員への具体的な依頼方

法を次の通り確認。①院内での回収と返

信封筒での協会宛送付呼びかける。ティッ

シュは100単位で1個5円とする。第一次締

切を7月末、第2次締切を11月末とする。②

併せて「安心医療」「景気回復の処方

箋」「民間版『健康保険』の衝撃」等の

冊子とリーフレットの活用を訴える。冊子

の追加は一冊20円で販売する。 

4.医業経営等アンケート…協議により修正

した文案を元に一部を修正の上で実施。 

5.社保学術委員会(医科)…第1回委員会の

概要報告と活動提案(①レセプト審査アン

ケートを実施し、基金・国保への懇談・

要望事項を整理、②指導計画等を会員に

新聞で情報提供する、③診療報酬につい

て長野県独自要求を行う、③その他公費

負担医療の手引きの説明会等を実施する)

があり資料の突合・縦覧点検を中心とし

たレセプト審査アンケートの実施を確認。 

6.地域医療委員会…第1回委員会の概要報

告と4点の活動方針（①本年度の活動計

画、②福祉医療(県内実施状況、窓口無料

化運動、県民シンポ企画、Q＆A冊子と知っ

とくパンフの普及)、③ワクチン費用助成

の県要請の結果、高齢者肺炎球菌ワクチン

の広域連合への要望の実施、④医科・歯

 出席役員:鈴木会長,市

川,矢崎各副会長,池

上,奥山,河原田,野

口,,林,布山,三田各常

任理事 議長:後藤常

任理事. 

科連携の地域医療セミナーの企画）を提

案、セミナーに関しては委員長と事務局

で具体案を詰めるので積極的な提案を求

める。またワクチンに関する県要望に対

し、県から文書回答は助成には消極的で

国に対しての要望も動向を注視するに留

まる。本県より患者数の少ない新潟県で

は知事が決断していて県当局の姿勢の差

が歴然と受け止め、独自に国への厚生労

働大臣宛の要望文書を決定した。 

7.本年度の指導計画等開示請求…2013年度

の指導計画等において、選定理由内訳が

不開示となった点の対応を協議、不開示

理由は性悪説に立つもので、不開示部分

の理由明示を求めるべきだ、厚労省の主

張を是認した答申が出されたため相当の

理論武装が必要であり、顧問弁護士とも

相談しながら対応する。次回開示請求予

定の個別指導実施状況報告書の中にも本

年度計画が掲載されており、結果は同様

の不開示と推測されるので、それまでに

弁護士と相談しつつ判断する。 

会員に送付 

5/26*保団連社保審査対策部会が東京で[増田

事務局員] 

5/31*歯科技工士アンケートの報告書を歯科技

工所及び歯科技工加算届出医療機関の各技工

士宛に送付(協力御礼の形） 

6/1*長水高齢者運動連絡会総会に「推進法」

学習講師として宮沢事務局長が参加 

6/3*ティッシュ署名を会員に依頼(民間版「健

康保険」,景気回復の処方箋パンフ同封送付) 

6/6*北信越ﾌ゙ ﾛｯｸ事務局長電話会議[宮沢事務局

長] *医業経営等アンケートを開業医会員に送付 

6/7*TPP署名ファックス依頼(再送付) *県社保推

協事務局会議並びに福祉医療給付制度の改善

を進める会事務局会議[宮沢事務局長] 

6/8～9*公費負担医療等手引き役員編集会が名

古屋で[増田事務局員] 

6/9*保団連全国財政担当者会議が東京で[市川

副会長,土屋顧問税理士,青木事務局員] 

6/10*社会保険診療報酬支払基金長野支部に審

査委員会名簿情報提供依頼書提出→6/18受取 

6/11*歯科部会を4地区電話会議で開催[鈴木会

長,市川副会長,奥山,林,後藤,河野,布山各常

任理事,下條理事,久根下,西島,長谷川各部員] 

6/12*(臨時)理事会(次号理事会便り参照) 

6/13*保団連国会行動が東京で[鈴木会長,市川,

林各理事,三田事務局員] *保険で良い歯科医

療を全国連絡会が東京で[鈴木会長]電話で参

加[原事務局員] 

6/14*県社保協運営委員会[宮沢事務局長] *参

議院選候補者アンケート依頼 

6/15*JA青年部協議会呼びかけの長野駅前TPP

街頭宣伝[原,青木各事務局員] 

活 動 日 誌 

長野県保険医協会の会員数 5月1日
現在1,341人（医科738人、歯科603人） 


