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アンケート項目 
 

問 1、地域医療ビジョンについて 

来年度から都道府県による地域医療構想（ビジョン）の策定がはじまります。病

院からの病床機能報告や国が示す医療需要の推計に基づき医療計画の一部として

地域ごとに必要病床数を含む医療提供体制に関する計画を策定することになりま

す。また、策定にあたっては病床数に関する要請、命令、勧告など、都道府県の役

割と権限が強化されることとなりました。 
 
質問 将来の医療需要や必要病床数は機械的に算出するのではなく、地域の実情に

応じて医療機関及び住民の声を十分反映させることについてどうお考えですか。 
 
 □ 賛成  □ 反対  □ その他 
（理由・意見） 
 
問２、都道府県の医療費適正化計画について 

地域医療構想とともに都道府県が主体となって医療費適正化に取り組むことに

なります。また、財政制度等審議会の議論では医療費が少ない都道府県を標準集団

とした上で合理的な医療需要を算定、年齢・人口構成等で補正してそれぞれの地域

ごとに医療費効率化のための支出目標を設定する考え方なども提案されています。 
 
質問 都道府県ごとに医療費の支出目標を定め、医療費適正化をはかることについ

てどうお考えですか。 
 
□ 賛成  □ 反対  □ その他 

（理由・意見） 
 
問３ 国民健康保険の都道府県単位化について 

市町村国保の財政運営の主体を都道府県とする法案が国会に提出されています。

国保の抱える様々な構造的問題の解決のためには減らされてきた国庫負担金を増

やすことが も重要であり、本会では住民に一番近い市町村が保険者として運営す

ることが望ましいと考えます。また、国保の都道府県化は単なる財政の一本化だけ

ではなく都道府県ごとに医療費抑制を競わせるための仕組みづくりにもつながる

と考えます。 
  
質問 市町村国保を都道府県単位化することについてどうお考えですか。 
 
□ 賛成  □ 反対  □ その他 

（理由・意見） 
 
問 4、乳幼児等医療費の助成制度について 

親の経済力格差が子どもの受けられる医療の格差につながっています。本来なら

国の制度として子どもの医療費は無料とすべきですが、各都道府県、市町村が子育

て支援策と位置づけて福祉医療制度を充実させています。多くの都府県では受診し 
 
 
 
 
やすいように現物給付（窓口無料）の制度を実施していますが、長野県では自動

給付方式（償還払い）といって一旦窓口で支払いをして後から戻ってくる仕組みで

す。また、受益者負担の名目で１レセプトあたり 500 円が差し引かれることとなっ

ています。 
 
質問 乳幼児等医療費を自動給付方式ではなく窓口無料（現物給付）とすることに

ついてどうお考えですか。 
 
□ 賛成  □ 反対  □ その他 

（理由・意見） 
 
質問 １レセプトあたり 500 円の負担金を廃止することについてどうお考えです

か。 

 
□ 賛成  □ 反対  □ その他 

（理由・意見） 
 
問５、任意の予防接種の費用の助成について 
長野県内では風疹、おたふくかぜ、ロタウイルスなどの予防接種の費用について独

自助成を行っている自治体があります。 
 
質問 長野県として任意接種の費用助成を行うことについてどうお考えですか。 
 
□ 賛成  □ 反対  □ その他 

（理由・意見・対象とすべき予防接種） 
 
問６ 介護保険、地域包括ケアシステムについて 
地域包括ケアシステムは住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供さ

れるシステムの実現をめざし市町村が推進することになります。その理念の一方で

自治体間の格差容認を前提としている面もあり、長野県のように中山間地域が多い

ところでは医療、介護資源やマンパワーに限りがあり、地域間格差は一層拡大する

ことが懸念されます。 
また、限りある資源の活用ということで公的サービスではなくボランティアの活用

なども強調され、安上がりの医療・介護の体制づくりにもつながりかねません。 
昨年の法改正で介護保険の要支援者については、訪問介護（ヘルパー）と通所介護

（デイサービス）は介護給付から市町村の行う新総合事業へと移行することになり

ました。新総合事業では多様なサービスといいつつ従来の介護サービスが施設基準

を緩和したサービスや住民主体のボランティアの支援に置き換えられようとして

います。 
 
質問 地域包括ケアシステムは市町村の格差に配慮し、国や県の支援により公的サ

ービスを中心とすることについてどうお考えですか。 
□ 賛 成  □ 反 対  □ その他 

（理由・意見） 
 
質問 要支援者を介護保険給付から市町村の総合事業への移行することについて

どうお考えですか。 
 □ 賛 成  □ 反 対  □ その他 
（理由・意見） 
 
問７ その他 
（１） 地方創生の推進について 
  政府は地方創生の推進を掲げて地方創生関連の予算措置も行っています。また、

長野県においても「長野県人口定着・確かな暮らし実現会議」を設置し、地方創

生に係る提案をしています。 
  
 質問 長野県の地方創生として貴殿が重視すべき課題として考えていることを

３つお書きください。 
  
（２） 子どもの貧困対策について 
  厚生労働省が発表した「国民生活基礎調査」によると、平成 24 年の相対的貧

困率は 16.1％で、特に子どもの貧困率は 16.3％と過去 大となっています。本

会が行った 2012 年度の長野県の学校歯科治療調査でも、要受診と診断されたも

のの未受診の割合が小中学校で 48％もあり、口腔崩壊といわれる状態を経験し

た養護教諭らが４割を超え子どもの貧困と格差の拡大は深刻な状況です。 
政府は昨年８月に「子どもの貧困対策大綱」を発表しましたが、新規の取り組み

に乏しく、内容も予算措置も不十分といえます。 
 
 質問 子どもの貧困対策として貴殿が重視すべきだと考えていることをお書き

ください。 
 
問８ 長野県の医療、介護、福祉政策に関する自由意見 

貴殿の意見を 200 字以内でご記入ください。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（中野市・下高井郡） 
  中野市・下高井郡 中野市・下高井郡 

  丸山 栄一 深井 克純 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョ

ンは地域の実情

に応じて医療機

関及び住民の声

を反映させるこ

とについて 

医療事業の将来予測や病床機能報告制度によって得た情報等を検討。目標と

する病床数や構成については、関係者の合意形成を図り、慎重に作成される

べきものと考えます。 

都市部、農村部など地域の実情によって人口構成など医療に関する状況は大

きく異なる。住民の声も地域の特性に応じて大きく異なると思われる。可能

な限り地域の現状や将来予測に基づいて、医療需要や必要病床数について

は、極力柔軟に対応されるべきである。 

その他 その他 問2 都道府県ごとに

医療費支出目標

を定め、医療費適

正化を図ること

について 

社会情勢の変化に伴い医療費の適切なあり方を将来に向け計画する必要が

ある。医療費に関しては県が管理する要素が限られ、支出目標が定められる

ことにより責任を負うことになるため、財政が圧迫されることの無いよう、

国は必要な財政措置すべき。 

原則反対だが、適正化計画の調査研究を行うことは否定しない。都道府県ご

とに医療費の支出費の目標を定め、医療費適正化を図るという作業を実施す

ることは結構だと思います。地域によって実情が異なり（寒冷地と温暖地で

も異なるでしょう）一律に適正な医療費を算定することは事実上困難だと考

えます。無原則であっていいとは申しませんが、固定的な医療費を設定する

のは無理があると思います。 

その他 反対 問3 市町村国保を都

道府県単位化す

ることについて 
本県は、小規模な保険者が多く、財政不安定。また、各市町村から県への移

行要請もあり、県単位の広域化は必要。国保は、様々な被保険者を抱えてお

り年齢構成、医療費、保険料負担が高いなどの構造的課題を抱えている。国

が責任において財政支援拡充など対応すべきである。 

も住民に近い市町村を保険者とすべきです。人口規模の極少な村で人口が

百人単位で保険事務が簡単でない自治体もあり得ます。このような場合は、

近隣市町村と事務組合をつくるなりの広域対応も必要でしょう。都道府県は

その調整役を果たすことはあってもいいと考えますが、事務組合でも市町村

が主体になるべきと考えます。 

その他 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費

を窓口無料（現物

給付）とすること

について 

市町村は国保の保険者で、福祉医療の実施主体である。国保の国庫負担金減

額や健保組合の付加給付停止により、新たな財政負担が増えておる。地方の

意見を十分尊重すべきである。 

簡素で分かりやすく、住民に使い勝手のよい制度とすべきです。行政コスト

もかかるので、多くの都府県と同様の制度を導入した方がいいと考えます。 

反対 賛成 問4（2） 福祉医療費助成

制度で１レセプ

トあたり500円の

負担金を廃止す

ることについて 

負担金廃止により約16億円の財政負担が見込まれ、廃止は困難である。 行政コストをかけて500円の負担金を徴収することに合理性を感じません。

廃止した方がいいと考えます。 

その他 賛成 問5 任意の予防接種

費用を県が助成

することについ

て 

任意の予防接種は様々な意見があり、国の判断が決まっていなく、補助制度

の創設等について国の動向を注視し検討すべき。 

県民が予防接種した方がよいと医学的に判断される予防接種については、県

として費用助成をすることが県民の健康に役立つと思います。対象とすべき

予防接種について、詳しい知識がなく正確にはお答えできませんが、予防接

種をした方がよいと医学的に判断されるものについては、財政負担が重くと

もなんとか対応すべきものです。 

その他 賛成 問6（1） 地域包括ケアシ

ステムは市町村

格差に配慮し、国

や県の支援によ

り公的サービス

を中心とするこ

とについて 

地域包括ケアシステムは、市町村や県が地域の特性に応じて進めることが必

要。今後高齢者人口が多くなり、医療や介護の増加が見込まれ、自助、互助

の取り組みも必要。 

私は昨年、要介護度5の父を見送りました。幸運にも民間の特養に入れてい

ただき、穏やかに旅立ちました。日本はもっと公的な介護制度を拡充する必

要があると思います。 

賛成 反対 問6（2） 要支援者を介護

給付から市町村

の総合事業へ移

行することにつ

いて 

市町村事業への移行については、地域の実情に応じてNPOや住民ボランティ

ア等の活用により、地域で取り組んでいく必要がある。 

市町村の総合事業として上手く機能するでしょうか。従来型の介護保険給付

をより充実させる方が現実的なように思います。 

問7（1） 地域創生の推進

として重視すべ

き課題 

若者、女性、高齢者が豊かな生活を 

1、地域の特性に即した課題解決 

2、若い世代の就労、結婚、子育て支援 

3、一極集中の是正 

1、困っている人々を助けることが政治の原点です。この点に焦点を当てた

地域政策が推進されるべきです。2、長野県は内陸県としてのハンディーを

負っています。一方で、内陸県なるがゆえの利点ももっています。東京や大

都会へ向かう思考を、本当の意味で県内に目を向ける必要があります。北信

州に北陸新幹線（長野経由）が走りはじめました。「北陸の向こうの環日本

海、アジア・ユーラシアと北信州の有機的連携」を提唱しています。3、「総

合病院・健康医療機関を中心とした地域づくり」を提言しています。これか

らの長野県の各地で必要な考え方です。 

問7（2） 子どもの貧困対

策として重視す

べきこと 

・地域にある資源（魅力）を活かすことで地域の雇用をつくり、ひとが集ま

る地方を創り、豊かな社会を実現。 

・６次産業化 

家庭が貧しくとも上級学校に行くためのシステムを拡充すべきです。給付型

の奨学金制度の拡充とともに、自治医科大学や防衛医科大学のような授業料

のかからない教育機関をもっと拡充すべきです。（明治日本の成功は、全国

にただの学校をたくさん作ったことにあります） 

問8 長野県の医療、介

護、福祉政策に関

する自由意見 

人口の超高齢化が進む中、必要性が高まっている。しかし、きびしい財政状

況の中、医療、介護、社会保障の予算が増えており、健康長寿に向けた政策

により抑制していく。 

長野県の人口構成の高齢化により、医療、介護、福祉政策に多くの課題があ

ります。山間地では医療機関が遠い、医師の確保が難しいなど、地域間の格

差が広がっています。医師や医療関係者の待遇を改善するなど、具体的かつ

効果的な施策を推進すべきです。また、医療、介護、福祉政策の総合化が必

要です。行政マンがより真剣に対応する精神性も重視したいと思います。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（須坂市・上高井郡） 
  須坂市・上高井郡 須坂市・上高井郡 

  土谷 フミエ  村石 正郎 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョ

ンは地域の実情

に応じて医療機

関及び住民の声

を反映させるこ

とについて 

国による強権的な病床削減で、住民の命と福祉をまもるべき地方自治体に、医療切り捨

ての改悪を押し付ける強権的な病床削減、患者追い出し強化の改悪を中止・撤回させ、

必要な医療体制の維持・拡充を図るべき。県民の願いを県政に届け、その実現のために

働きます。 

地域には異なる事情もあり、十分に地域の声を聞いてすすめるべきであ

る。 

反対 その他 問2 都道府県ごとに

医療費支出目標

を定め、医療費適

正化を図ること

について 

地域医療は大規模病院と中小病院・診療所、医療機関と介護施設等の連携で支えられ、

給付費抑制を狙い、診療報酬を操作して患者を追い出すなど改悪促進、中小医療機関の

淘汰や病床削減をすすめるやり方では、地域医療の立て直しは図れない。国に対し、都

道府県・市町村を給付費削減競争に動員する仕組みを撤廃させることや、診療報酬を抜

本的に増額して連続削減以前の水準を回復させるよう求め、地域医療全体の底上げを図

ります。 

医療費の適正化をはかることには賛成する。しかし支出目標を定めること

により責任を県が全て負うことになり、行政運営を拘束されることのない

よう国は必要な措置を行うべきである。 

反対 その他 問3 市町村国保を都

道府県単位化す

ることについて 
市町村の独自繰り入れをなくして国保料・税をさらに引き上げ、保険証の取り上げや差

し押さえなど無慈悲な滞納制裁がいっそう強化されるのでは、住民の苦難は増すばか

り。安倍政権がすすめる国保の都道府県単位化に反対し、国の責任による国保料・税の

抜本的引き下げ、生活困窮者に対する保険証とりあげや機械的な滞納制裁の中止、国庫

負担増と貧困打開による制度の再建など、抜本的改革を提案します。 

広域化だけを行っても本質的な解決にはならない。国民健康保険は も身

近な市町村が保険者として運営することが望ましい。 

賛成 その他 問4（1） 乳幼児等医療費

を窓口無料（現物

給付）とすること

について 

多くの県民が実現を望む乳幼児等の窓口無料を求める請願が、自民・公明・民主・社会・

中間会派により棚上げされています。子ども（就学前）・障がい者等は国の制度として

無料とすることが日本共産党の提案です。その共通の制度の上に、窓口無料化をはじめ

自治体独自の助成制度をさらに前進させます。子ども等の医療費現物給付をおこなって

いる自治体の国保に対する、国庫負担の減額調整のペナルティを止めるよう国に求めま

す。 

財政事情から今すぐ窓口無料とすることには無理がある。市町村の意向を

十分に尊重しながら考えていくべきである。 

賛成 反対 問4（2） 福祉医療費助成

制度で１レセプ

トあたり500円の

負担金を廃止す

ることについて 

前質問への回答の通り 500円の負担金を廃止することは、受益者負担の原則から無理がある（16

億円の新たな財政負担が生じる）。 

賛成 その他 問5 任意の予防接種

費用を県が助成

することについ

て 

はしか・風疹対策を国の責任でワクチンを備蓄し追加接種には公費助成等、感染・流行

を防ぐ手立てを。ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの公費接種事業は保護者の負

担軽減・無料化等制度充実。おたふくかぜ・B型肝炎・ロタウイルスワクチンの定期接

種化。今後予想される様々な感染症の発生・流行に備え、感染症指定医療機関の復活、

拠点病院への専門医・看護師の配置、医療機器整備、保健所の体制強化、ワクチン研究・

製造システムの確立。 

効果や副作用等を考慮し、国として接種の促進に関する判断に至っていな

いものもあり、国の検討状況を十分に注視した上で検討していく必要があ

る。 

反対 その他 問6（1） 地域包括ケアシ

ステムは市町村

格差に配慮し、国

や県の支援によ

り公的サービス

を中心とするこ

とについて 

地域包括ケア構想をかかげた医療・介護総合法は、国の社会保障費抑制のため医療や介

護サービスの対象を限定し、病院や介護施設をできる限り使わせず提供するサービスを

安上がりなものに置きかえていく改悪法です。給費削減を前提にした連携・再編では、

介護をめぐる危機的状況は解決されず逆に矛盾が深まるだけです。介護・福祉・医療の

拡充と連携を国の責任で推進するよう求め、地域全体で高齢者を支えられる体制づくり

をすすめます。 

国民の医療や介護に対する需要も増加していくことが見込まれる中、限ら

れた財源や人材を有効に活用していくためには、これまでの共助・公助の

制度運営だけではなく、自助・互助の取組も必要である。 

反対 賛成 問6（2） 要支援者を介護

給付から市町村

の総合事業へ移

行することにつ

いて 

地域の高齢者を支えるボランティアやNPO、民生員や自治会、社協等は、慢性的予算と

人手不足、担い手高齢化、後継者不在等に悩まされ過重負担の押し付けは新たな疲弊の

要因となります。専門職が提供する介護とボランティア等支援は目的性各役割が違い、

切換は利用者の願いに背き福祉の現場に混乱矛盾をもたらします。要支援者サービスの

移行を止めるよう国に求めるとともに、多様な実施主体の本来の役割発揮を応援、地域

コミュニティを支える社会的資源とし連携促進・財政的支援・後継者作りへの協力等を

提案します。 

地域包括システムの構築に当たって、地域の実情に応じて、既存の事業者

に加えてNPOや住民ボランティア等の活用により、地域で取り組んでいく

必要がある。 

問7（1） 地域創生の推進

として重視すべ

き課題 

1、どこに住んでいても教育や医療をはじめ必要な行政サービスが受けられるよう、自

治機能の再生を図ることが必要です。住民サービスの集約化の押しつけに反対し、現在

の市町村が住民に身近なサービスを充実させ、地域の再生が図れるようにします。2、

リフォーム助成制度など地域経済の活性化・景気の底上げとともに、農林業と中小企業

を応援する市町村の取り組みも県として支援します。3、地方の衰退を加速させるアベ

ノミクスときっぱり対決し、雇用の充実、農業と林業の再生、モノづくり、観光等長野

県の力を発揮する地域の再生をめざします。 

1、人口減少や人口流出への対策。 

2、地域産業の活性化に向けた施策の推進。 

3、子ども・子育て支援策の充実。 

問7（2） 子どもの貧困対

策として重視す

べきこと 

（貧困率が急増する背景には政府が進めてきた雇用、福祉、社会保障の切り捨てによる

貧困と格差の拡大があります。一昨年6月に成立した子どもの貧困対策推進法は、どう

いう状況が貧困なのかという基本概念も定義されていないことや、貧困率の削減目標も

盛り込まれないなど不十分な法でしたが、）日本共産党は子どもの貧困解決に社会全体

で取組んで行く第一歩として貧困法に賛成しました。ところが政府与党は、派遣労働を

さらに拡大する労働者派遣法改悪の再提出を狙い、成長戦略の名で打ち出されている労

働法制の規制緩和、いつでも解雇できる仕組みづくり等の施策は貧困対策と逆行してい

ます。 低賃金全国どこでも1,000円以上の引き上げと労働法制改悪中止を求めます。

政府が貧困率の削減目標を設定し、国として責任を持って貧困の実態調査を行い、当事

者や支援団体の協力も得ながら、貧困解決の体制整備を求めます。 

1、貧困の世代間連鎖と積極的な人材育成。 

2、子供に視点を置いて、切れ目のない施策等を実施。 

3、官・公・民の連携を強化する。 

問8 長野県の医療、介

護、福祉政策に関

する自由意見 

統一地方選では、安倍政権の暴走にノーの審判を下すとともに、自治体を政府の医療・

社会保障改悪のお先棒担ぎをするのか、住民の立場にたって防波堤の役割を果たす自治

体を作るのか、これが大きく問われます。住民の切実な要求に寄り添い、オール与党議

会の中で住民の利益を守って奮闘する日本共産党に、さらに大きな力を与えていただき

たいと思います。 

日本一の健康長寿県である長野県を維持していくためには、地域の医療提

供体制の充実・強化、医療・介護人材の育成の確保、介護予防の充実や健

康づくりの推進等の施策を連携させながら推進していく必要がある。市町

村、県民、医療機関等の関係団体と十分に意見交換や協議を行い、地域と

共に諸々の課題の解決に取り組む必要がある。 



 4

長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（上水内郡） 
上水内郡  

服部 宏昭 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

医療需要の将来の計画、病床等については、情報を検討し、慎重に策

定していくことが重要。 

その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

医療費問題は、都道府県での管理は限られているので、国において、

必要な措置を取るべきである。 

その他 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
本県では、小規模な保険者が多い、財政が不安定化しやすい。都道府

県への移行の要請もあるが、構造的問題もあるので、広域化だけでは

ダメで、国が財政支援することが必要。 

その他 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
新たな財政負担が必要になり、今後、考えなければならない。すぐに

は無理である。 

反対 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

16億円もの新しい財政支出が必要となり、無理である。 

その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
国がもっと対応すべきであって、県では状況を見て検討すべきであ

る。 

その他 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

今までの共助・公助から、自助・互助の取組みも考えて行く必要があ

る。 

賛成 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

地域の実情に合わせて、地域で取り組むことを考えていく必要があ

る。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

人口減少問題に対する地方創生が重要で、子育て支援、移住促進、若

者定住対策を促す為、地方経済の活性化と雇用対策。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

将来を担う子供を大切に育てるべきであり、貧困対策は急務であり、

人材を育成して、あらゆる機関で、貧困をなくす対策を取るべきであ

る。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

本県は日本一の長寿の県であり、昔から進めた、減塩運動など、健康

に対する予防活動の大切さを、県民全体で取組んでいく必要があり、

その上で医者・看護婦不足を解消し、介護、福祉、少子化高齢化対策

を重点的に取り組むことが重要である。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（長野市） 
  長野市 長野市 長野市 

  松橋 達生 風間 辰一 鈴木  清 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

地域医療は地域の実情を踏まえることが重要だ

と考えます。 

国の検討結果等を踏まえ十分に検討し病床数に

ついて関係者の合意形成を図ることが必要。 

地域医療構想で示された機能別の必要病床数は、

今後の各二次医療圏の医療提供体制のあり方に

直結するもの。各医療圏の医療提供体制は様々で

あり、例えば木曽や大北、上伊那医療圏などは医

療従事者数が少ないなど脆弱性を抱えているこ

とから、全国一律の算定式で算定すべきものでは

なく、地域に軸足を置いて策定すべきものと考え

る。 

反対 その他 賛成 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

「医療費」を「目標化」することには違和感があ

る。またそれを都道府県行政が担うというのも如

何なものかと思う。 

行政運営を拘束されることのないよう、国は必要

な措置や指導を行なうべきである。 

支出目標の設定については、いかに設定するか、

あるいは目標と結果が乖離している場合におけ

る対策などの課題はあるが、医療制度の将来的な

維持のためには、何らかの指標を明確にした上で

適正化の取組を継続的に行うことが必要。 

その他 その他 賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
前提としての財政再建における健康保険の在り

方や「税と社会保障の一体化」についての方向性

が明確でないため、都道府県単位化のみでは論じ

にくい。 

市町村からも都道府県への移行を求める要請が

あることから市町村国保の広域化は必要と考え

るが、広域化だけでは本質的な解決にならない。

国の責任で国保の財政支援を図るべき。 

小規模保険者の財政運営は不安定であることか

ら、国費の投入を拡充した上で、都道府県単位で

広く支え合う仕組みが必要である。県と市町村が

適切に役割分担し、住民に身近なサービスは市町

村が引き続き担っていくべきと考える。 

賛成 その他 その他 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
子育て環境充実の観点からも、早急に現物給付の

道を求めるべき。 

市町村が福祉医療の実施主体であるため、市町村

の意向を十分に尊重すべき。 

窓口無料化は、受給者の利便性には資するもの

の、実質的な負担は変わらないものである。その

上で、国保の減額措置などにより、市町村に新た

な財政負担が発生することなども含め、幅広い視

点での慎重な検討が必要であると考える。 

その他 反対 反対 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

低所得者の相対的負担軽減のためには負担金廃

止が望ましいが、代替財源をどうするかの策定無

しには方向付けは出来ない。 

受給者負担を廃止した場合、約16億円の新たな財

政負担が見込まれるため。 

県や市町村が厳しい財政状況にある中、将来的な

制度維持のためは、一定の受給者負担が必要であ

るという考え方は理解できる。ただし、負担額の

あり方についてはひとつの検討課題ではある。 

その他 その他 その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
財源をどこに見出すかの議論を同時に行わない

と、軽々な判断は出来ない。 

国の検討状況を見て検討していく必要がある。 おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、ロタウイルスについて

は、現在厚生科学審議会において定期予防接種化

について技術的課題等の検討を行っているため、

当面は、その動向を注視することが必要である。 

風しんは定期接種化により、１歳児と就学前（年

長児）の年２回接種機会が確保されているものと

認識している。 

その他 その他 反対 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

「反対・中止」というより、再度「見直し」を求

めていきたいと思う。但し、財源の議論は必要と

なると思われる。 

国民の医療や介護に対する需要も増加していく

ことが見込まれる中、限られた財源や人材を有効

に活用していくために制度設計に留意が必要。 

介護の必要な高齢者は、国、県、市町村とともに

地域社会全体で支えていくことが望ましい。世代

間の負担の公平化などの視点も含めて、それらが

いかに負担していくかは、平成27年度からスター

トする第6期高齢者プランの進捗状況に合わせて

検討すべきもの。今後の若い人への負担を考える

と、公的サービスだけでなく、地域の方々の力に

よる支援ということも必要になると考える。 

その他 賛成 賛成 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

同上 地域の実情に応じて、介護サービスが効率的に提

供される必要がある。 

総合支援事業への移行により、市町村が地域の実

情に応じて、住民全体の取組を含めた多様な主体

による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサ

ービスが提供できるようになるという利点もあ

ることから、それが県民サービスの向上につなが

るか、市町村の取組や意向なども聞いた上で判断

したい。 

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

1、多面的な農業活性化による雇用/産業の拡大・

創出。2、企業や就業者、学生等の誘致による人

口減少へのカウンター策。3、女性やシルバー世

代の就業（セカンドキャリア）を中心とした、社

会参画増進のための障壁軽減。 

・人口減少問題 

・地方の地域産業の活性化 

1、人口減に対する市町村との連携による取組み 

2、安心して老いることにできるための医療、介

護等福祉対策の充実 

3、地域の特性 文化を生かした産業の推進 

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

「食」と「教育」と「医」については親の所得格

差の影響を 小限にするべき。そのためには、給

食費の無償化検討や、公立小中学校の教育・授業

形式の見直し、就学児童の医療費の検討等がある

と思われる。 

貧困の世代間連鎖の解消 地域、学校、保護者との密接な連携を基に個別具

体的な課題に対し、行政が施策として機能できる

よう提言する。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

「長寿日本一」の長野県をさらに進展させ、健康

寿命の引き上げを図っていくべきと考えます。国

政も含めた全体では、社会保障の将来に対する国

民議論が成されなければいけない局面に来てお

り、どこにどう使うかの優先順位も含め、エリア

状況（長野県の独自性）に応じた社会保障が成さ

れるよう、地方（行政）として声を上げていくべ

きです。 

地域の医療提供体制の充実、強化、医療・介護人

材の育成・確保、介護予防の充実や健康づくりの

推進等の策定を連携させながら推進していく必

要がある。 

個人の開業医や診療所など地域（ブロック）毎に

診療科目の垣根を超え、横断的体制を精査する。 

又、空家住宅など市街地に急増していることか

ら、ショートステイや宅養老所などの転用を進め

ていきたい。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（長野市） 
2015 年 4 月 2 日 長野県保険医協会 

長野市 長野市 長野市  

高橋  宏 竹内 久幸 和田 明子 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

地域住民ニーズに沿う医療の確保と充実こそが大

切と思う。 

地域住民の視点、地域の医療機関の声を反映させ

ないと病院追い出し、病院のたらい回しとなる恐

れがある。 

都道府県による地域医療構想（ビジョン）策定といって

も、国の思惑に沿ったビジョンにならざるを得ません。

国は医療費を抑制するために病床削減を求めているなか

で、その方針に沿って実行を都道府県に肩代わりさせよ

うということではないかと思います。 長野県は全国的に

見ても高齢化率の高い県であり、現状でも病院・病床が

不足していると認識しています。医療費需要や病床数を

機械的に算定するようなやり方はやめるよう求めたいと

思います。  

賛成 反対 反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

子供や高齢者の医療費負担を軽減するため県が医

療費の適正化に取り組むことは必要と考える。 

医療費の削減が目的と思われる。住民の健康を守

るために、地域の医療体制を整備していくことが

重要と考える。 

必要な医療の提供を前提としないビジョンに沿っ

て、医療費の適正化をはかる。医療費の支出目標

を定めることは、現状でも厳しい病院経営がさら

に困難に陥れることにつながります。  

反対 反対 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
県も無関係ではないが、市町村国保の主体的運営

が望ましいと考える。 

市町村独自の一般会計繰り入れができなくなり、

保険料の引き上げ、厳しい収納対策が進められる

懸念がある。 

国保への国の負担割合が約５０％から２５％程度

に下がっているなかでも、市町村では独自に基金

や一般会計から国保会計に繰り入れをおこなうな

ど、国保料を抑制する努力をしている。さらに国

保世帯主の医療費１割負担な独自の助成も行われ

ている自治体もあるが、広域化した場合、県が財

政的に補填しなければ国保料が高くなると考えら

れる。国保滞納世帯への徴税強化も危惧される。 

賛成 賛成 賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
早期診療を促進し少子化対策のためにも現物給付

が良いと思う。 

利便性を高めるべき。 子育て中の方たちとお話をする機会がありますが、「ぜ

ひ、こどもの医療費窓口無料を実現してほしい他県から

長野に来て、お医者さんで医療費を請求されて驚いた。

長野県はもっと子育てしやすいと思っていたなど、と切

望されます。全国では当たり前になっている窓口無料を

長野県も実施するよう、一貫して取り組んできました。

実現できるまであきらめずがんばります。 

賛成 賛成 賛成 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

現物給付がベター。 社会が子育て、子どもの育ちを応援すべき。 子どもが2人、3人と多い世帯で風邪など次々にか

かることは珍しいことではなく、自己負担金もか

なり負担になっているので、いままでも廃止を求

めてきたところです。 

賛成 賛成 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
予防接種は有効な感染症対策である。 

対象は風疹、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎。 

予防接種によって感染症の発生・流行を防ぐこと

につながることや、重症化させないということに

つながり、経済的な理由で予防接種が受けられな

ければ予防接種の効果が得られない。  

反対 賛成 賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

ボランティア、ＮＰＯに担わせることは恒常的な

担い手の確保、質の確保、責任の所在などの点で

問題がある。公的サービスを中心とすべき。 

地域包括ケアシステムは市町村の格差を生むもの

で認められない。設問の意図がよくわからない。  

地域包括ケアシステムの理想は国・県が財政的な

保障をすることと、医療・看護・介護の地域資源

が全国どこでも十分に構築されたうえで実施され

るのであればいい。現実は、社会保障予算削減で

逆行している下で実施されれば今以上に介護難民

をうみ出す。 

反対 反対 反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

要支援者の支援の軽視につながるから。 市町村の財政状況、意欲や体制整備などにより、

市町村格差が拡大してしまう危険がある。 

要支援者を介護保険給付から、市町村へ移行する

ことに伴う財政的裏付けがなければ、市町村とし

て今と同程度の要支援者へのサービス提供はでき

ない。市町村によって格差生じる。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

地方の特性を生かした発展が重要、地域の希望を

尊重した施策で地方創生を図るべき。 

1、都市部と農村部の均衡ある発展 

2、若者の流出（とりわけ大学進学者の多くが都会

に流出し、戻ってこない） 

3、雇用の創出 

〇地方創生と国は言いますが、地方を疲弊させてきた政

府の誤りへの反省がない。地方を再生するのでなく、作

り変えるというのでは本末転倒。そのうえで、１、 地域

経済を再生するために、エネルギー自給率を高め、環境

を守るため自然エネルギーの普及促進。新たに産業・雇

用を創出する。 ２、 長野県の豊かな資源、農林業を基

幹産業に。特に農業は食料主権の立場でTPPに反対。農と

食はいのちの源。地域奨励作物への支援を提案したい。

食育と言われているが学校給食だけでなく、社員食堂、

病院給食など地域の農産物の利用を高め地産地消をすす

める。 ３、 交通弱者、買い物難民など地域で生活を維

持することも困難な状況に対して、地域内の交通確保な

どきめ細かな対策が必要。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

・就学援助の拡充 

・自立援助ホームに対する公的補助の拡充 

格差社会の是正。労働・雇用の視点で拡大してい

る非正規雇用を正規雇用に転換すること。 全ての

子どもへの教育を保障すること、就学援助制度の

拡充・高校授業料無償化の所得制限を無くす。大

学授業料の軽減と給付型の奨学金制度。 生活保護

世帯等の生活困窮世帯の子どもたちへの学習支

援。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

医療、介護、福祉制度は県民が等しく享受できる

政策が必要と思う。 

格差社会の改善こそ大切。 

国の地域包括ケアシステムの提案以前から、佐久

総合病院など地域の医療機関を中心とした先進的

な実践が長野県にはある。これを更に進めていく

ことが大事と考える。 

また、県内にはほぼ全市町村において保健補導員

制度が組織されている。減塩、禁煙などを通じ健

康長寿命県をめざすために活用していく。 

国は、税と社会保障の一体改革などとごまかしの

消費税増税を実施しながら、医療・介護・年金・

生活保護まで社会保障の自然増分まで予算を削減

という悪政に対し、県民のいのち・くらしを守る

立場から改悪反対のために頑張りたい。県として、

子ども・障がい者の医療費窓口無料を実現したい。 
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長野市 長野市 長野市  

高島 陽子 山口 典久 若狭 清史 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

医療需要や必要病床数のべ一スとなる数値は機械

的に算出するこ.とは妥当ではあるが、地城の実情

に配慮することも当然と考えます。 

小規模病院でかつ病棟がひとつしかない、または

診療所では明確に分類できない可能性がありま

す。 

地域医療ビジョンや病床機能報告制度は、「見える化」

や今後の地域の医療ニーズ・シーズにも繋がる為賛成で

す。同時に、地域医療ニーズ・シーズを把握するための

有病率や年齢別、地域別、世代別と同時にその地域の産

業郡までをきちんと分析、予測を行い、各地域の医療提

供体制がそれに合致しているかの検証を徹底していくこ

とが求められると感じています。 

大学やシンクタンク等とも連携し、先駆的研究も活用し

て実情に似合った対策と、未来展望を築くことも求めら

れます。 

賛成 反対 賛成 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

医療費の適正化は、健全な医療を将来に亘って継

続して提供するため、必要と考えます。また、未

病の観点に立ち病気にならない施策を充実するこ

とが必要と考えます。 

 

報告制度を利用して、都道府県ごとに医療費を制

限することにつながりかねない。 

都道府県ごとに医療費支出の現状分析を行い、今後の医

療費適正化のための具体的な取組をする計画実行施策

は、結果として高齢者の医療費の伸び率を中長期にわた

って徐々に下げていくものでなければならないと思いま

す。その為にも長野県も地域主権に基づいた各市町村と

も連携しながら行っていくことが大切だと思います。 

賛成 反対 賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
小さな町村では国民健康保険制度が維持できない

ことが予想されます。財政規模の大きな県を主体

とすることは止むを得ない。 

都道府県が各市町村の納付金と標準保険料率を決

定し、市町村はこれをもとに保険料を決めて徴収

するため、保険料値上げや徴収強化につながる。

納付金などは医療費の実績などをもとに決められ

るので、市町村に医療費削減をはかることになる。

貴会のご指摘のとおり、住民サービスを担当、直結して

いる市町村が保険者として管理運営していくことが財政

一本化と同時に行うことで医療費抑制の競争原理にも結

びつくと考えます。同時に、市町村が財政の管理運営を

外部専門家ときちんと精査し活用をしていくことも求め

られると思います。 

賛成 賛成 その他 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
県・市町村の財政負担が伴う施策でありますので、

一律に無料でなく、難病の子どもさんや母子・父

子家庭のうち低所得者など真にお困りの方には、

市町村による立替えや貸付制度などきめ細かな対

応が大切と思います。 

一度支払うことは後から戻ってくるとわかってい

ても二の足を踏むことになり、病状が進行する人

も多いと聞きます。窓口無料は重要な施策であり、

県民の強い要望です。だからこそ、すでに38都府

県で実施していると考えます。 

37都道府県では実際に窓口無料化進んでいます。長野県

でもこの議論を早急にきちんと行われければならないと

思います。国民健康保険の国庫負担金の減額調整、健康

保険組合の付加給付の停止等、各種制度、団体との兼ね

合いをどこまで調整が可能になるかが鍵にもなるかと思

いますが、低所得基準を決め、対象者には即取り入れる

等の一歩踏み込んだ実行が必要に思います。 

賛成 賛成 反対 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

同上 1レセプト500円によって年間にすれば数万円の負

担金を払っている例もあります。子育て世代に重

い負担です。 

長野県独自の制度が確立できるのであればいいのです

が、医療費の増加や医療保険制度の改正に大きな影響を

受けざるを得ない現在の福祉医療制度では、受益者負担

金や所得制限等を導入し、長期的に制度自体が継続でき

ようにしなければならない現状があると思いますので、

反対とさせていただきます。 

賛成 賛成 その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
未病の観点から米国並みに多くを定期の予防接種

とすることが望ましい。 

はしか、風疹を備蓄し追加接種を。 

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは保護者

の負担軽減、無料化制度の充実をめざす。 

おたくかぜ、Ｂ型肝炎、ロタウイルスワクチンの

定期接種化をすすめ、費用削減を。 

水疱瘡、おたふくかぜ、風疹等任意接種となっている予

防接種の有効性（一生続くものといえない、さらに実際

にそれらの伝染病にかかった方が抗体ができるというデ

ータもある。）が確実とはいえない現状を踏まえ、また、

予防接種により副作用が報告されていることも鑑みて任

意接種とし、費用の助成も慎重にならざるを得ないとい

うのは現段階では否めないと考える。 

賛成 賛成 賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

長野県では、中山間地城の町村では医療、マンパ

ワー、マネージメント能力が不足しており地城間

格差が生じることは明白であります。県の十分な

サポートが必要です。 

安上がりの医療・介護を作るのが狙いの「医療難

民」「漂流高齢者」を増やすことになる。 

策定案通りに５つの構成要素が機能し、自助、互助、共

助、公助ができるよう、教育機関等ともきちんと連携が

取れ、社会全体で地域福祉の構築に取り組める体制づく

りに力をいれることができるのであれば、機能するシス

テムだと思います。 

反対 反対 その他 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

同上 新事業は予算に上限がつけられて、自治体は給付

費の大幅な削減が求められる。 

要支援者を丸ごと保険制度の枠外に追い出し、給

付量の抜本的削減を図ろうとするもの。 

矛盾点が多いのが感想です。多様なサービスと謳ってい

ますが、現実は法改正により制度の変更を、いいように

解釈し、本来目的である充実したサービスとは差がある

と思います。 

また、今まで取り組んでこられた施設や企業等へのフォ

ローがどこまでされているのかも調査しなければならな

いと感じています。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

地方創生事業は将来に亘って保障されるものでは

ありません。真に地方が再生するためには、国か

ら地方への財源と権限移譲が 重点課題と考えま

す。 

1、住民サービスの「集約化」押しつけに反対し、

合併しない村においては、合併前の旧町村などで

自治機能をもって地域の福祉と振興を検討できる

拠点にしていきます。 

2、地域に根を張ってがんばっている中小企業、産

業を応援し、地元の資源を生かした魅力ある事業

発展を支援する。特に長野県の豊かな自然環境を

生かした自然再生エネルギーの開発、普及を行う。

3、農林水産業を地域経済の柱に位置づけ、中山間

地への支援を抜本的に強化する。 

・健康を軸としたまちづくり（農業、観光、医療、福祉、

教育、スポーツ等あらゆる分野）を本格的にしていくこ

とで、健康寿命にも寄与でき、他都市との差が生まれ、

技術、経済、定住人口、雇用にまで繋がると思います。

その為にも、健康都市を特区化していく必要があります。 

・いのちの基金の創設が必要に思います。子育て世代課

題（不妊治療や不育症治療等含）や若者の定住を考えた

際に、単年度予算方式ではなく、中長期的課題として捉

え、予算も中長期的かつ地域課題毎助成できる「いのち

の基金制度」なるものの創設をすることで、女性や若者

に、魅力ある「長野県」になることの一つになると思い

ます。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

貧困の連鎖を断ち切るため、子どもの教育特に、

妊娠から幼児期・小学校低学年期の教育の充実の

ほか、その後の高等教育を受ける機会の均等が大

切と考えます。 

貧困率が急増している背景には政府がすすめた雇

用、福祉、社会保障の切捨てがある。 

就学援助を拡充すること、授業料の無償化が給付

奨学金の創設。 

低賃金の大幅な引き上げ、生活保護の改悪を中

止する。 

所得格差が教育格差、医療格差を生んでしまっている現

実を是正するのが自治体です。 

・教育委員会とPTAとの権限と責任をきちんと明確化を行

い、その上で、行政の経済的支援や地域のあり方、ソー

シャルワーカーの対応等が求められると思います。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

県及び国は、真に社会的な弱者に対する医療、介

謹、福祉などを充実し人にやさしい国家でなけれ

ばならない。財政的に厳しい状況ではありますが、

金銭面だけにとらわれず心のやさしさも大切と考

えます。 

阿部知事は地域医療構想が国民健康保険の都道府

県単位化について「必要な改革」とこたえ、介護

報酬の引き上げについては、「施設への経営セミ

ナーを開く」というばかりで、医療、介護、福祉

の切り捨てから県民を守る姿勢がない。むしろ安

倍政権の暴走を推進する立場。県議会も子どもの

医療費窓口無料化の請願を審議未了で廃案にし

た。命とくらしを守る県政に転換が必要だと思い

ます。 

制度が移り変わる中で、いい面、課題面の双方が浮き彫

りになってきており、役割が明確になりつつあると思い

ます。住民生活を維持するためには自治体の決断、住民

の理解です。1970年代の住民運動の時代、そして1980年

代の生協運動の時代に、ライブリー・ポリティクス

（lively politics；「生活の政治化」「政治の生活化」）

と言われた時代がありました。まさに今、住民・行政と

いう立場性に関係なく、そのことを再考すべき時代状況

に来ています。「揺り篭から墓場まで」のあり方を行政

が、リーダーシップを取る必要性があると思います。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（長野市） 
  長野市 長野市  

  埋橋 茂人 中島 嘉一郎  

その他 賛成  問１ 地域医療ビジョン

は地域の実情に応

じて医療機関及び

住民の声を反映さ

せることについて 

慎重に算出の上、実情に応じた修正をするべきで

す。 

 

その他 賛成  問2 都道府県ごとに医

療費支出目標を定

め、医療費適正化を

図ることについて 

支出の目標を定め適正化をはかることは、いたし

かたないことだと思います。しかし医療費の多寡

は地域特性が有り、数値補正だけでは対処できま

せん。目標の達成には時間と計画が必要です。 

 

賛成 賛成  問3 市町村国保を都道

府県単位化するこ

とについて 
財政力の弱い市町村も多いなか、安定運営のため

保険者は一定の規模が必要。 

 

その他 賛成  問4（1） 乳幼児等医療費を

窓口無料（現物給

付）とすることにつ

いて 

原則として窓口無料にすべきです。しかし、その

ためには国によるペナルティを無くす必要があり

ます。 

 

その他 賛成  問4（2） 福祉医療費助成制

度で１レセプトあ

たり500円の負担金

を廃止することに

ついて 

福祉医療に受益者負担は本来なじまないと思って

います。しかし、限り有る財政の費用対効果を考

えて勘案することも必要。できる限り負担が少な

くなるよう努めます。 

 

賛成 その他（複数回答） 賛成  問5 任意の予防接種費

用を県が助成する

ことについて 
副作用の危険性に十分対処しながら、予防を充実

させるためにワクチン接種などの予防接種に対す

る費用助成は拡大すべきです。 

 

賛成 その他  問6（1） 地域包括ケアシス

テムは市町村格差

に配慮し、国や県の

支援により公的サ

ービスを中心とす

ることについて 

保険制度は等しく保険給付を受けられることが必

要です。安上がりが悪く、高上がりが良いことな

どとは思いませんが、ボランティアに依存する保

険制度は有りえません。また給付に地域格差が有

ってはなりません。 

今後検討します。  

反対 その他  問6（2） 要支援者を介護給

付から市町村の総

合事業へ移行する

ことについて 

要支援高齢者に対する訪問介護、通所介護サービ

スを市町村に移管する「要支援切り」は介護サー

ビスの質と量の低下を招く。その結果「要支援」

高齢者が「要介護」へと重度化して、逆に財政負

担が増えたり、家族の負担増で家族の介護のため

に離職や家族も倒れる「共倒れ」が増えかねない。

「要支援」切りは見直すべき。 

今後検討します。  

問7（1） 地域創生の推進と

して重視すべき課

題 

〇自治体への権限、財政移転 

〇交通網の整備促進 

〇公共事業は地元企業を 優先するような入札制

度を導入し役所の仕事は地元へ 

〇農家の個別所得保障制度を恒常的な制度として

復活させるとともに、６次産業化をすすめます。

〇農協改革は農家・農民の手による改革を。政府

による農協解体は単なる弾圧 

特に20～30代の若者の終了の機会の増大を図り、

都会への一極集中から地方に戻る動きに結び付け

たい。 

 

問7（2） 子どもの貧困対策

として重視すべき

こと 

「貧困の世代間連鎖」を断ち切るため、子どもの

貧困の解消を目指すべき。 

相対的貧困率が54.6％(2012年）と深刻になってい

る。「ひとり親世帯」への支援を拡充すべき。 

ふっ素のうがいの推進による予防が必要。  

問8 長野県の医療、介

護、福祉政策に関す

る自由意見 

長寿長野県の一翼を担う貴協会の多大な努力に敬

意を表します。 

長野県は全国に先駆けて少子・高齢の波にさらさ

れていることはご承知のとおりです。今後、医療・

介護費用の増大、施設の不足、医療、介護を担う

人達の不足などが見込まれ、極めて困難な状況で

す。 

格差を放置拡大する政治では、弱者は身の置き場

を失います。地方を元気にすること。田舎で生活

できる環境を作りだすこと。対処療法ですが、急

がれる施策です。 

他に比較して長野県は努力していると考える。今

後一層そうした努力を図るべき。 

 

   締切後４／２着  
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（北安曇郡） 
  北安曇郡 

  内山 重喜 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

地域医療は常に実情に合ったものでなくてはならない。当然財政面でも考

慮は必要であるが、中山間地域等の多い長野県ではなおさらだと思う。 

賛成 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

当然財政議論の中で医療費が効率良く支出されることが望ましい。何より

も健康寿命を延ばす事が大事だと思う。 

賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
都道府県単位することが医療費抑制を単に競わせるとは思わない。それは

現在の市町村単位でも同じ事だと思う。効率良く運営し住民の負担が少な

くなることが望ましい。 

賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
親の経済力の問題は、違った意味で問題である。いづれにしても戻ってく

るのであれば、窓口無料が望ましい。受益者のわずらわしさを解消もでき

る。 

その他 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

受益者が必要以上にいくつもの医者にかかる事ないよう、一定の歯止めは

必要と思うが、大多数は必要で医者に係るのが普通であるので、見直す時

期に来ていると思う。 

その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
それぞれの予防接種の必要性は認めるが、財政的な問題や、国の方針等に

よる事などにより、難しい問題である。風疹等過去に未接種世代がある等

の考慮する事例があるならば検討する事もあり得る。 

その他 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

地域包括ケアシステムは理想上では好ましい事だと思う。中山間地と都市

部との格差は人のつながりと言う面でとらえれば中山間地の方が上だと

思う。しかしマンパワーに限りがあるのも事実である。より良い方向にな

るよう検討が必要である。 

反対 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

要介護状態となるおそれのある人を少しでも支援をする事で、要介護にな

る人を減らす事が必要である。 

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

・地域をよく知る事で、外に向けて発信できる。長野県はアルプスを抱え

る優良な観光地！国内外へ発信し受け入れ体制を整える。 

・移住したい県のランキングに常に上位に入る長野県。希望者をいかに呼

び込めるか”ひと”とのつながりを大切に都市に向けてアピールする。 

・山の日に向けた産業、農村体験等長野県の良さを体験出来る産業の創出。

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

原因の究明は欠かせない。親がなぜ貧困になったか！容易な離婚や親とし

ての自覚のなさ等保護者の教育が必要。又、病気や家庭の事情によるもの

は何らかの対策は必要である。必要な親には必要な対策がなされる事が大

事である。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

地域医療は常に医師不足に悩んでいる。特に大北地域では産科医療は深刻

な問題です。子供を産む場所がない！いよいよここまで来たか！長野県全

体の問題としてとらえ、長期ビジョンに立って医師確保を考えなければな

らない。産科医に対する様々な医療問題も、国で支えていかなければなら

ない。人口が減少する日本の根底に流れる問題である。何よりも早く対策

をとらなければならない。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（大町市） 
  大町市 大町市 

  諏訪 光昭 重田 康宏 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョン

は地域の実情に応

じて医療機関及び

住民の声を反映さ

せることについて 

2025年の高齢化進展に向けて、国は新たな医療制度改革を示し

た。その策定に向けた取組の一環としての地域医療ビジョンの

策定。長野県がビジョンを策定するので、各医療機関、各圏域

の実情を反映したビジョンづくりは可能であり、その実現をめ

ざす。 

現場の現状による対応が重要です。医療の実情の考え、役人の

強化については疑問です。 

その他 その他 問2 都道府県ごとに医

療費支出目標を定

め、医療費適正化を

図ることについて 

地域医療ビジョンの策定にあたっては、必要なデータの収集・

分析を含めて、医療需要に併せた医療供給体制の構築、必要病

床数等将来あるべき医療体制の実現のための施策は必要。 

健康に対して意識を高めヘルススポーツなど日頃の運動する

ことを意識させる。大町市は県NO.１の高齢化でどのように変

化していくか判らない。 

賛成 賛成 問3 市町村国保を都道

府県単位化するこ

とについて 
国民健康保険は、比較的所得の低い被保険者が多く、高齢化率

が高いことから、増嵩という構造的な赤字経営に加え、景気の

低迷等、市町村国保の運営は厳しい。広域化の必要性が求めら

れている。 

大町市は長野県で一番高いところなので出来ればしてほしい。

その他 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を

窓口無料（現物給

付）とすることにつ

いて 

福祉医療は、安心して子どもや障がい者が医療を受けることが

できるように行っているものであり、本来、社会保障制度に位

置付け、国が責任をもって対応すべきものと考えている。した

がって、制度実現に向け、県議会として国に対して働きかけを

実施している。引き続き、行動していく。 

合理的でいい。ムダがない。 

反対 反対 問4（2） 福祉医療費助成制

度で１レセプトあ

たり500円の負担金

を廃止することに

ついて 

制度維持のため、受益者負担の考え方は理解できる。 負担増額になり少子化対策にならない。 

その他  問5 任意の予防接種費

用を県が助成する

ことについて 
現在、予防接種法で任意接種となっているものを定期接種化す

るようになってきており。2013年にはヒブ、小児用肺炎球菌、

HPVの３種類のワクチンが定期接種となり、国は、Ｂ型肝炎、

おたふくかぜ、みずぼうそうも定期接種とする方向を示したと

聞いている。必要な予防接種は、市町村や県が助成するのでは

なく、国が責任をもって対応すべきものと考えている。 

 

賛成  問6（1） 地域包括ケアシス

テムは市町村格差

に配慮し、国や県の

支援により公的サ

ービスを中心とす

ることについて 

地域包括ケアシステムを市町村が推進することになると、財政

力の弱い市町村では、十分なサービスが提供できなくなる場合

も考えられ、地域間格差が拡大する恐れがあるので、国や県の

支援による公的サービスを中心とすべきものと考える。 

 

反対  問6（2） 要支援者を介護給

付から市町村の総

合事業へ移行する

ことについて 

要支援者について、市町村の総合事業へ移行することになる

と、財政力の弱い市町村では、十分なサービスが提供できなく

なる場合も考えられ、地域間格差が拡大する恐れがあると考え

る。 

 

問7（1） 地域創生の推進と

して重視すべき課

題 

①地方創生に向け、地方税財源の充実と地方の裁量による自由

度の高い包括的な交付金制度の創設。 

②商店街の活性化や中小企業の支援、豊富な地域資源を活用し

た新たな産業の創出など、地域産業の活性化に向けた総合的な

施策の推進。 

③「地域少子化対策強化交付金」の継続、拡充など、自由度の

高い安定した恒久財源の確保。 

県内は自然を守りながら観光事業を第一に 

県ブランドのヒスイ蕎麦など農業の再生 

ウインタースポーツ客の増加を 

問7（2） 子どもの貧困対策

として重視すべき

こと 

家庭で養育されることが困難になった子どもに対する社会的

養護の制度充実。 

母子家庭では非正規で働くことしか出来ず負の連鎖が続いて

しまう。正規社員並の給料、社会保障と本人のスキルアップを

はかる。 

問8 長野県の医療、介

護、福祉政策に関す

る自由意見 

長野県の医療、介護、福祉政策には、様々な問題や課題がある

が、それを一つ一つ解決していくことが必要。とりわけ、現時

点での私の関心は、市立大町総合病院の産婦人科医師不足の問

題にある。母親が安心して妊娠・出産できるような環境づくり

は、子育て環境の面から、また、安住や移住促進にも重要なこ

となので、市立大町総合病院の産婦人科医師不足に伴う分娩休

止の問題への迅速な対応が重要と考える。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（安曇野市）回答は２ページあります 
  安曇野市 安曇野市 安曇野市 

締切後4/10に回答 

  望月 雄内 甕  裕一 寺沢 功希 

賛成 その他 賛成 問１ 地域医療ビジョンは地

域の実情に応じて医療

機関及び住民の声を反

映させることについて 

情報を十分に集め、病床数などは広く意見を聞

きていねいに策定してほしい。 

地域間で格差が生じないように、地域の医療ニ

ーズに即した医療の提供が必要。 

医療需要や必要病床数は、地域毎に大きく異なり

変動しています。特に農村部では少子高齢化のス

ピードが速い上に、医療機関も十分でないため、

機会的に医療需要や必要病床数を算定すれば実

態と大きく異なることが予想され、地域の実情を

加味した検討が必須です。 

その他 反対 反対 問2 都道府県ごとに医療費

支出目標を定め、医療

費適正化を図ることに

ついて 

行政運営をしばらないよう国は必要な措置や指

導を行うこととする。 

医療費適正化計画については本年1月に全国知

事会からも見直しに係る緊急要請が提出されて

おり、都道府県の合意がないまま強行されない

ように願う。 

医療の質と取り組みは全国一律でなく、都道府県

や市町村でその取り組み方に大きな差があり、そ

の結果としての医療費があります。医療費が少な

い都道府県、特に長野県を標準として全国を合わ

せることには無理があります。何故医療費が少な

いか、取り組みや質、内容を分析し、積極的に取

り組んでいる自治体にはその取り組みを支援す

るシステムを考慮した上で適正化を諮らないと、

偏りが生じます。 

その他 賛成 反対 問3 市町村国保を都道府県

単位化することについ

て 
広域化は必要と考える。国保は保険料負担が高

いなど問題点多い。財政支援など根本的に考え

ること。 

国保が抱える財政的な構造問題を考慮すれば必

要。 

国民健康保険は国民皆保険といわれた全国一律

の保険制度が功を奏して我が国の平均寿命が延

びてきました。国民健康保険のよって立つ基盤は

その基金にあります。これが経済的事情で都道府

県単位となった場合、都道府県の経済状況が健康

保険に繁栄されることになり、企業や人が集まる

都市部に有利で、地方に不利な状況が生じること

が予想されます。都道府県単位化は避けなければ

行けません。 

その他 その他 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓口

無料（現物給付）とす

ることについて 
新たな財政負担が生じていることもあり、市町

村の意向を 大限尊重して考えて欲しい。 

窓口での支払いが負担となって低所得世帯の子

どもが医療行為を受診できなくなることのない

ように検討されるべき。 

少子化の下人は出生児数の低下です。その背景に

はいくつもの要因がありますが、 も大きな要因

は経済的負担です。出産は個人的ものでなく社会

的資産であるとの視点から妊婦が受診しやすく

することがまず必要で、一時支払いのない現物給

付を行うことが必要です。 

反対 その他 賛成 問4（2） 福祉医療費助成制度で

１レセプトあたり500

円の負担金を廃止する

ことについて 

新たな財政負担が大きくなりすぎる。廃止は困

難です。 

他県の動向を注視して判断したい。 出産は社会的資産であることを考えれば、受益者

は社会で個人ではありません。個人負担の500円

は廃止すべきです。 

その他 賛成 賛成 問5 任意の予防接種費用を

県が助成することにつ

いて 
効果や副作用はどうなのか。国の検討内容を注

意深くみた上で検討すること必要。 

予防医療は重要。 風疹、おたふくかぜ、ロタウィルスは、地域の保

健衛生上コントロールが必要な感染症です。任意

接種といえども一人でも多く予防接種を受けて

いただくことが必要で、全額負担は必要ありませ

んが、助成により接種を進めることが必要です。 

その他 その他 賛成 問6（1） 地域包括ケアシステム

は市町村格差に配慮

し、国や県の支援によ

り公的サービスを中心

とすることについて 

限られた財源や人材を有効に活用するためにも

自助努力も必要と考える。 

かかりつけ医と訪問看護の連携促進、住宅サー

ビス、サービス付き高齢者住宅の確保などのシ

ステムの構築が必要。 

2025年に向けての高齢者の対応は後手に回った

感があり、このままでは国の経済が持たないこと

は明白です。そのため、「地方の高齢者は地方で

対応すべし」との観点から、地域包括ケアの名の

下に市町村に移管しようとしています。市町村は

企業数や経済事情が大きく異なり、そこに高齢者

のサービスを移管すれば、サービスに市町村ごと

の差が出て、川を越えればサービスが異なるとい

った減少がおきます。少なくとも県単位で公的サ

ービスの維持を図るべきです。 

賛成 反対 反対 問6（2） 要支援者を介護給付か

ら市町村の総合事業へ

移行することについて 
地域で取り組んでいく必要がある。 要支援切りは介護サービスの質の低下を招く。 要支援者はやがては介護保険受給者です。要支援

者を一時的に介護保険からはずしても、支援サー

ビスは必要で市町村が負担することになります。

何のために介護保険を創設したのか、本来の目的

に悖ることになります。要支援者を介護保険から

はずす場合は、要支援者となる予防措置を講じて

から移すべきで、負担の軽減のための見せ掛けの

移管は避けるべきです。 
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  安曇野市 安曇野市 安曇野市 

締切後4/10に回答 

  望月 雄内 甕  裕一 寺沢 功希 

問7（1） 地域創生の推進として

重視すべき課題 

子育て支援の充実、 

人口流出への対策、 

産業振興への推進施策大事。 

①本社機能の地方移転②政府関係機関の県内誘

致③公共交通システムの充実 

１）地域経済活性化策としての観光県の確立への

投資  

観光地域および経済地域のＷｉＦｉ化と観光情

報発信、観光客およびビジネスマンの情報支援 

２）高齢化対策への対応 

 高齢者へのワンストップサービス拠点整備 

 ８０～１２０名の要介護者が利用できる下記

のユニットを県内各所に順次整備する。 

〔医療機関（病院または診療所）＋サービス付高

齢者住宅＋小規模多機能施設＋介護施設＋デ

イサービス＋コンビニエンスストア〕 

３）出産ができる県をしての基盤整備 

 以下の２点が必須の要件 

①出産費用の公費負担（現物給付）と医療機関確

保策の推進 

②ゼロ歳児～３歳児を受け入れることができる

保育所の拡充 

（出産しても働きながら育児ができる環境整備） 

問7（2） 子どもの貧困対策とし

て重視すべきこと 

人材育成、 

子供を大切にする環境をつくる、 

子育て中の家庭を大切にする支援策。 

ひとり親世帯への支援の充実。遺族厚生年金の

父子家庭への支援策を充実させる。 

こどもの貧困は、親の貧困環境が引き継がれるこ

とで、その根幹は経済的状況と教育からの隔離で

ある。この二つの原因を断ち切ることが必要。そ

の対応策として下記が必要です。 

１）出産にかかる費用の公費負担（現物給付で個

人負担なし） 

２）ゼロ歳児～３歳児までの保育園の増設による

母親の就職支援 

３）保育園と義務教育の無償化 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自由

意見 

社会保障制度の確保、 

介護と医療の連携強化、 

地域との連携必要、 

県と市町村との連携強化を計る。 

以前は長寿県ではなかった長野県が、自主的な

組織である保険補導員や食生活改善推進員等に

よる地道な減塩運動や野菜摂取量の増加等によ

って県民の健康意識が高まり、平均寿命日本一

になった取り組みは世界に誇れるものである。

また農村医療を実践してきた厚生農業協同組合

連合会の活動等も見逃せない。７つの別々の計

画を一体的にまとめた「信州保健医療総合計画」

が県民にわかりやすく伝わり推進されることを

期待する。 

長野県の医療は、信州大学医学部を始め、日本赤

十字、厚生連、公立病院等が整備され急性期領域

においては十分な機能ができている。その結果国

内ではトップクラスの平均寿命の県として位置

づけけられるようになった。一方、高齢者に多く

見られる慢性疾患（脳梗塞後遺症や認知症）に対

応できる医療機関や医療スタッフが少なく、２０

２５年に向かい高齢者が急増する状況に対応で

きていない。また、介護施設など高齢者対応施設

の偏在があることに加え、看取り対応ができる施

設が少ないため、終末期の対応を急がなければな

らない現状がある。国が進める地域包括ケアシス

テムの県内の進展状況がいまひとつで、このまま

進むと高齢者への対応ができないまま２０２５

年を迎えることになる。県が指揮を執り、市町村

で病気にならない保健政策を進めるとともに、市

町村の高齢者対策担当が医療機関と介護施設の

橋渡しをして、県民みんなが心配のない終末期を

迎えられる体制を作り上げることが必要である。

これまで地域を支えてきた医療機関と介護施設

がその経験と情報を出し合って、市町村の中で不

足しているものを確認し、その整備を一歩一歩進

めることが大切であると考えます。 

寺沢こうきは、以上の考えで県民が住みやすい地

域を作って行きたいと思います。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（東筑摩郡） 
  東筑摩郡 

  清沢 英男 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは地

域の実情に応じて医療

機関及び住民の声を反

映させることについて 

医療需要の推計や病床機能報告による情報等を検討活用し、計画策

定での病床数の中身については関係者の合意の上で慎重に策定す

べき。 

その他 問2 都道府県ごとに医療費

支出目標を定め、医療

費適正化を図ることに

ついて 

高齢社会の中、医療費の適正化について取り組む必要はあるが、管

理要素に限界がある都道府県にとって、支出目標を定めることで責

任を負うことにならないよう、国による必要措置や指導が必要。 

その他 問3 市町村国保を都道府県

単位化することについ

て 
長野県は、小規模保険者が多くその財政が不安定化しやすいという

懸念があり、市町村から県への移行要請等考えあわせると、都道府

県単位への広域化は必要。しかし、それによって国保の抱える諸問

題が本質的解決には至らないので、国による国保への財政的支援の

拡充は肝要。 

その他 問4（1） 乳幼児等医療費を窓口

無料（現物給付）とす

ることについて 
福祉医療の実施主体である市町村の意向を尊重すべき。が、殊に財

政規模が小さい村においては、ペナルティーを受けても将来を担う

子供たちへの配慮に努めている実態や、それが同時に人口対策にも

なっていることに鑑み、県による支援は拡充すべきで、当然、国に

よる措置も地方創生事業の一環で充実する必要がある。 

反対 問4（2） 福祉医療費助成制度で

１レセプトあたり500

円の負担金を廃止する

ことについて 

廃止した場合、長野県の財政負担は新たに16億円の増加見込みで、

制度の持続性と県民合意に課題がある。 

その他 問5 任意の予防接種費用を

県が助成することにつ

いて 
必要性を求める声があることは承知するが、国としての判断に至ら

ない要素を考慮すると、制度の創設等に関し国の検討状況を注視し

検討すべきだ。 

その他 問6（1） 地域包括ケアシステム

は市町村格差に配慮

し、国や県の支援によ

り公的サービスを中心

とすることについて 

殊に小さな村に対する格差是正の必要はあるが、その主体性も尊重

すべきだ。その上で、県によるきめ細やかな支援やそれへの国の財

政的措置を求めることは必要。過疎や中山間地域自治体の声に耳を

傾け適正化策を図っていくべき。 

賛成 問6（2） 要支援者を介護給付か

ら市町村の総合事業へ

移行することについて 
地域の実情に応じて、介護サービスが柔軟で効果的に提供されるよ

う地域住民の皆さんと自治体の協働の中、介護家族への互助や支援

などこれまでの公的支援で範疇に無かった部分にも取り組めるな

ど、総合的に考えていくべき。 

問7（1） 地域創生の推進として

重視すべき課題 

①働く場の確保とそのための基盤整備 

②地方税制改正による本社機能の一極集中是正 

③子育て支援 

問7（2） 子どもの貧困対策とし

て重視すべきこと 

貧困対策法の理念をより具体化していく必要がある。地域の将来人

口の減少を併せ考えると、再分配の成果を挙げるべきだ。貧困の連

鎖を断ち切ることは、国の地方創生事業の精神に共通するものがあ

る。ひとり親世帯への労働所得の向上と雇用主の配慮、離婚時の子

どもの被養育権の確立と公的保護制度の設置、子どもの教育環境支

援等、当該問題における財源を確保し、OECD諸国の中で 悪な現況

を改善することは急務と考える。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自由

意見 

国として、社会保障制度の継続は必要不可欠で、そのための財源を

確保していくべきだ。日本一の長寿県長野は、更に健康長寿を追求

していかねばならない。そのためにも健康づくりを更に推進し、医

療体制を充実強化し、介護環境を整えていく必要がある。県、市町

村、医療関係者や団体等、関係する機関や県民がともに課題の存在

を明らかにし、その解決に取り組み、持続的で十分な社会保障を地

域住民の皆さんが享受できるようにしていかなければならない。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（松本市） 
松本市 松本市 松本市  

下沢 順一郎 中川 博司 萩原  清 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

病床の削減、入院の短縮化による病院追い出し、

病院のたらい回しなど「患者難民」が急増する。

国の検討結果等を踏まえ、医療需要の将来推計や

病床機能報告制度によって得られた情報等を十分

に検討、活用し、目指すべき病床数やその構成に

ついては、広範な関係者の合意形成を図り、慎重

に策定されるべきである。 

賛成 その他 その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

算定が合理的である事が前提条件。 国の医療費適正化の目的は医療給付費の抑制であ

り、そのために都道府県を使って医療費の支出目

標を定めさせ、関係機関に実行させることが主眼

です。住民の健康を守るために地域の医療体制を

どのように整備していくかという視点なしに、県

の医療費適正化を推進することは問題が多いと考

えます。 

今後の高齢化社会の進行を踏まえ、医療費の適正

化を総合的かつ計画的に推進する必要はある。し

かし、医療費に関しては都道府県が管理できる要

素が限られているにも関わらず、支出目標を定め

ることにより責任を都道府県が全て負うこととな

り、行政運営を拘束されることのないように、国

は必要な措置や指導を行うべきである。 

賛成 賛成 その他 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
市町村国保の運営が厳しくなっている原因は、国

の負担を引き下げてきたからであり、都道府県単

位にしても国の財政的支援が必要。 

本県では、小規模な保険者が多数存在し、財政が不安定

化しやすいという懸念がある。また、市町村からも都道

府県への移行を求める要請もあることから、市町村国保

の都道府県単位での広域化は必要と考える。しかし、国

保は被保険者の年齢構成が高く、医療水準が高い、ある

いは保険料負担が高いという構造的な問題があり、広域

化だけを行っても本質的な解決にはならないため、国の

責任において国保に対する財政支援を拡充するなど根本

的な解決を図るべきである。 

賛成 賛成 その他 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
すべての子どもの健やかな成長のために乳幼児等

医療費の助成を拡充すべきであると考えます。窓

口無料にすることで利便性を高めるべきです。 

市町村は、国保の保険者であり、福祉医療の実施

主体ではあるが、国保の国庫負担金の減額措置や

健保組合などの付加給付停止により、新たな財政

負担が生じているところであり、市町村の意向を

充分に尊重しながら考えていくべきである。 

賛成 賛成 反対 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

社会が子育てを応援するという点から、受益者負

担名目の負担金を廃止すべきと考えます。 

500円の受給者負担金を廃止した場合、約16億円の

新たな財政負担の増加が見込まれており、制度の

持続可能性を勘案すると廃止は困難である。 

賛成 賛成 その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
子育て支援等として打ち出すべき。 任意の予防接種については、効果や副作用等を考

慮し、国として接種の促進に関する判断に至って

いないものであり、補助制度の創設等に関しては、

国の検討状況を十分に注視した上で検討していく

必要がある。 

反対 賛成 その他 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

国は新しい総合事業を地域の住民ボランティアや

NPOに担わせることを想定しているが、恒常的な担

い手の確保、質の確保、責任の所在などの点で問

題があります。公的サービスを中心とすることに

賛成です。住民ボランティアなどによる地域の支

え合いは、介護保険の下請けとしてではなく、住

民の暮らしの質を豊かにする自発的な活動として

展開すべきです。 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府

県が、地域の自主性や主体性に基づいて、地域の特性に

応じて構築していくことが必要である。しかし、一方で

高齢者人口の増加し、国民の医療や介護に対する需要も

増加していくことが見込まれる中、限られた財源や人材

を有効に活用していくには、これまでの共助・公助型の

制度運営だけでなく、自助・互助の取組も制度の両輪と

して推進していく必要がある。 

賛成 反対 賛成 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

自治体間の財政状況や体制整備により、市町村格

差が一層拡大しかねません。独居世帯、老々介護

世帯、認知症の人、そして家族を支えている生活

援助等のサービスが縮小されかねず、住民の納得

が得られないと思います。そもそも、要支援と認

定されたにもかかわらず、サービス（給付）を受

ける権利が保障されなければ、介護保険制度の形

骸化につながりかねません。 

要支援者の通所や訪問介護の市町村事業への移行

については、地域包括ケアシステムの構築に当た

って、地域の実情に応じて、既存の事業者に加え

てNPOや住民ボランティア等の活用により、介護サ

ービスが柔軟かつ効率的に提供されることを目指

していることからも、地域で取り組んでいく必要

がある。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

人口増（出産・子育て・女性の社会進出と育児休

暇取得促進）、 

観光客増（交通・観光資源等の整備）、 

経済活性化（格差解消前提） 

そもそも地域創生は、これまでの自民党政治の失

敗をおおいかくすものであると同時に地方を競争

させるもので反対。地域の再生活性化策としては、

①介護、医療、福祉、教育、農林水産業、環境や

自然エネルギー分野への投資で地域に働く場の確

保②中小企業の底上げ③生活交通の再生 

１．人口減少や人口流出への対策  

２．地域産業の活性化に向けた施策の推進  

３．子ども、子育て支援策の充実 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

子どもの医療費、教育費は、親の収入にかかわら

ず一律無料とするべきである。 

・ひとり親家庭、親が外国人である家庭など、さ

まざまな困難を抱えた子育て家庭に対して、貧困

の連鎖を断ち切るという観点から経済的、社会的

な支援を拡充します。手当や就労支援の拡充、公

営住宅や保育所などの優先入所、子どもの医療費

の助成など。 

・就学援助の拡充、高校認定資格、高校進学への

積極的な支援。高校・大学の給付型奨学金の拡充。

・自立援助ホームに対する公的援助の拡充。 

・貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成  

・子供に視点を置いて、切れ目のない施策等を実

施 

・官公民の連携 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

少子化・人口減に対しても本格的に取り組むこと

が急務。 

住みなれた地域で元気に暮らすことを目指した、

支え合い、お互いさまの地域をつくることが必要。

しかし、そのためにはこれまでの高齢者医療のあ

り方の総括があってしかるべき。団塊の世代の高

齢化対策としての地域包括ケアシステムでは、病

院医療や施設介護からの追い出しになってしま

う。一人ひとりが、どう生きたいのか、地域、医

療、介護、福祉がその生活をどう支援するのかと

いう視点が必要。 

社会情勢の変化や厳しい財政状況下にあっても、

将来に渡って社会保障制度の継続性を確保してい

かなければならない。また、日本一の健康長寿県

である長野県を維持していくためには、地域の医

療提供体制の充実・強化、医療・介護人材の育成・

確保、介護予防の充実や健康づくりの推進等の施

策を連携させながら推進していく必要がある。そ

のためには、市町村、県民、医療機関等の関係団

体と十分に意見交換や協議を行い、地域と共に課

題の解決に取り組む必要がある。 



 15

長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（松本市） 
  松本市 松本市 

  本郷 一彦 両角 友成 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

国の検討結果等を踏まえ、医療需要の将来推計や病床機

能報告制度によって得られた情報等を十分に検討し活用

して、目指すべき病床数やその構成については、広範な

関係者の合意形成を図りながら慎重に策定されるべきで

あると思われます。 

都道府県主導の病床再編といっても下絵を描くのは国で

あり、まさに国による情報の一元管理を通じた強権的な

病床削減です。住民の命と福祉をまもるべき地方自治体

を医療費切捨ての先兵に使う改悪など許せません。強権

的な病床削減、患者追い出し強化の改悪を中止・撤回さ

せ、必要な医療体制の維持・拡充を図ります。 

その他 反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

今後の高齢化社会の進行を踏まえ、医療費の適正化を総

合的かつ計画的に推進する必要があると思います。しか

し、医療費に関しては、都道府県が管理できる要素が限

られているにも関わらず、支出目標を定めることにより、

責任を都道府県が全て負うこととなり、行政運営を拘束

されることのないように、国は必要な措置や指導を行う

べきであると思います。 

地域医療は大規模病院と中小病院・診療所、医療機関と

介護施設等が連携することにより支えられています。給

付費抑制を至上命題に診療報酬を操作することで患者追

い出しなどの改悪を促進し、中小医療機関の淘汰や病床

削減をすすめるやり方では地域医療の立て直しは図られ

ません。国に対し、都道府県、市町村を給付費削減に動

員する仕組みを撤廃させることや診療報酬を抜本的に増

額して連続削減以前の水準を回復させるよう求め、地域

全体の底上げを図ります。 

その他 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
本県は、小規模な保険者が多数存在しているので、財政

が不安定化しやすいという懸念があります。また、市町

村からも都道府県への移行を求める要請もあるので、市

町村国保の都道府県単位での広域化は必要と考えます。

しかし、国保は被保険者の年齢構成が高いことや、保険

料負担が高いという構造的な問題があり、広域化だけを

行っても本質的な解決にはならないので、国の責任にお

いて国保に対する財政支援を拡充する等、根本的な解決

を図るべきであると思います。 

市町村の独自繰り入れをなくして、国保料・税をさらに

引き上げ、保険証の取り上げや差し押さえなど無慈悲な

滞納制裁がいっそう強化されるのでは、住民の苦難は増

すばかりです。安倍政権がすすめる国保の都道府県単位

化に反対し、国の責任による国保料・税の抜本的な引下

げ、生活困窮者に対する保険証とりあげや機械的な滞納

制裁の中止、国庫負担増と貧困打開による制度の再建な

ど抜本的改革を提案します。 

その他 賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
市町村は、国保の保険者であり、福祉医療の実施主体で

はあるが、国保の国庫負担金の減額措置や健保組合など

の付加給付停止によって、新たな財政負担が生じている

ところであり、市町村の意向を十分に尊重しながら考え

ていく必要があると思います。 

多くの県民が実現を望む乳幼児等の窓口無料化を求める

請願が、自民、公明、民主、社会・中間会派により棚上

げされています。子ども（就学前）障がい者等は国の制

度として無料化することが日本共産党の提案です。子ど

も等の医療費現物給付を行っている自治体の国保に対す

る国庫負担の減額調整ペナルティを止めるよう国に求め

ます。窓口無料をはじめ自治体独自の助成制度をさらに

前進させます。 

反対 賛成 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

500円の受給者負担金を廃止した場合、約16億円の

新たな財政負担の増加が見込まれておりますの

で、制度の持続可能性を勘案すると廃止は困難で

あります。 

前質問への回答通り 

その他 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
任意の予防接種については、効果や副作用等を考慮し、

国として接種の促進に関する判断に至っていないもので

あります。従って補助制度の創設等に関しては、国の検

討状況を十分に注視した上で検討していく必要があると

思います。 

はしか、風疹対策を国の責任でワクチンを備蓄し、追加

接種には公費助成を行う等、感染・流行を防ぐ手立てを

とります。ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンの公費

接種事業は保護者の負担軽減、無料化等制度の充実をめ

ざします。おたふくかぜ、B型ワクチン、ロタウイルスワ

クチンの定期接種化をめざしまう。 

その他 反対 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府

県が、地域の自主性や主体性に基づいて、地域の特性に

応じて構築していくことが必要であります。しかし、今

後高齢者人口の増加等が見込まれる中、限られた財源や

人材を有効に活用していくには、これまでの共助・公助

型の制度運営だけでなく、自助・互助の取り組みも制度

の両輪として推進していく必要があると思います。 

地域包括の構想をかかげた医療・介護総合法は国の社会

保障費抑制のため医療や介護サービスの対象を限定し、

病院や介護施設をできる限り使わせず提供するサービス

を安上がりなものに置きかえていく改悪法です。 

賛成 反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

地域包括ケアシステムの構築にあたって、地域の実情に

応じて、既存の事業者に加えてNPOや住民ボランティアを

活用することによって、介護サービスが柔軟かつ効率的

に提供されることを目指していることからも、地域で今

後取り組んでいく必要があると思います。 

地域の高齢者を支えるボランティアやNPO、民生委員や自

治会、社協等は慢性的予算と人手不足、担い手高齢化、

後継者不在等に悩まされ過重負担の押し付けは新たな疲

へいの要因となります。専門職が提供する介護とボラン

ティア等支援は目的性格的役割が違い、切換は利用者の

願いに背き福祉の現場に混乱と矛盾をもたらします。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

１．人口減少や人口流出への対策  

２．地域産業の活性化に向けた施策の推進  

３．子ども、子育て支援策の充実 

①どこに済んでいても教育や医療をはじめ必要な行政サ

ービスが受けられるよう、自治機能の再生を図ることが

必要。住民サービスの集約化の押し付けに反対し、現在

の市町村が住民に身近なサービスを充実させ地域の再生

が図られるようにする。②リフォーム助成制度など地域

経済の活性化と共に農林業、中小企業を応援する市町村

を支援する。③地方の衰退を加速するアベノミクスと対

決し雇用の充実、農林業の再生、観光など長野県の力を

発揮する再生が必要である。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

・貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成 

・官公民の連携 

子どもの貧困解決は社会全体で取り組むことが大切であ

り、貧困法はその一歩として賛成。しかし政府与党は派

遣労働を更に拡大したり、いつでも解雇できる仕組みづ

くりをして貧困対策と逆行することをすすめている。

低賃金の1000円以上の引き上げと労働法制改悪中止を求

めると共に政府が貧困率の削減目標を設置し、国が責任

を持って貧困の実態調査を行い、当事者、支援団体の協

力のもと貧困解決の体制整備を求めていきます。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

社会情勢の変化や厳しい財政状況下にあっても、

将来に渡って社会保障制度の継続性を確保してい

かなければなりません。また、日本一の健康長寿

県である長野県を維持していくためには、地域の

医療提供体制の充実・強化、医療・介護人材の育

成及び確保、介護予防の充実や健康づくりの推進

等の施策を連携させながら推進していく必要があ

ると思います。そのためには、市町村、医療機関

等の関係と十分に協議し諸課題に取り組む必要が

あると思います。 

今回の統一地方選挙は社会保障制度を根幹からつ

きくずす安倍政権の暴走にノーの審判を下すと共

に、自治体が政府の医療、福祉改悪の片棒をかつ

ぐのか、住民の立場で防波堤の役割を果たす自治

体づくりをするのかが大きく問われる選挙です。

県民の切実な願いに寄り添い、オール与党県議会

の中で住民の利益を守って頑張る共産党に更に大

きな力をお与えいただきたいと思います。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（千曲市・埴科郡） 
  千曲市・埴科郡 

  荒井 武志 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは地

域の実情に応じて医療

機関及び住民の声を反

映させることについて 

大切なことは、地域住民が必要なとき、必要な医療が受けられること。地域医療構

想には、地域の医療機関、住民の視点が必要です。 

その他 問2 都道府県ごとに医療費

支出目標を定め、医療

費適正化を図ることに

ついて 

安倍政権の診療報酬引き下げとセットで医療費の適正化を進めると行過ぎた効率

化を招き、必要な医療が受けられなくなる怖れがある。 

その他 問3 市町村国保を都道府県

単位化することについ

て 
医療保険の一元的運用、制度の安定、保険者間の負担の公平の視点からは良とする

が、国が国保の国庫負担を引き下げてきたこと、また、加入者の多くが低所得層と

いう問題を抜本的に取り組む必要がある。 

賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓口

無料（現物給付）とす

ることについて 
全ての子供の健やかな成長のため乳幼児等の医療費助成を拡充し窓口無料にする

ことで低所得世帯の子どもが受診できるようにする。 

賛成 問4（2） 福祉医療費助成制度で

１レセプトあたり500

円の負担金を廃止する

ことについて 

子どもの育ちを応援する視点から、また、低所得者世帯の子どもが受診できない事

態をさける視点からも廃止がよい。 

賛成 問5 任意の予防接種費用を

県が助成することにつ

いて 
予防を充実させる視点から必要であり、対象とすべきワクチン接種は、風疹、おた

ふくかぜ、Ｂ型肝炎、ロタウイルスといえます。 

その他 問6（1） 地域包括ケアシステム

は市町村格差に配慮

し、国や県の支援によ

り公的サービスを中心

とすることについて 

公的サービスを中心とすることには賛成ですが、医療と介護の連けいや介護の恒常

的担い手の確保、質の確保、など暮らしを豊かにすることが必要です。 

反対 問6（2） 要支援者を介護給付か

ら市町村の総合事業へ

移行することについて 
自治体間の格差がさらに拡大しかねず、介護サービスの質と量の低下を招くことと

なる。 

問7（1） 地域創生の推進として

重視すべき課題 

○地産地消、中小・地場産業の育成、観光産業振興。 

○少子高齢社会に対応した福祉・医療・介護施設の充実。 

○国道18号バイパスの早期実現と坂城ＩＣを結ぶ道路開設。※上記３点は地域間格

差を生まない政策実行が求められる。 

問7（2） 子どもの貧困対策とし

て重視すべきこと 

○さまざまな困難を抱えた子育て家庭に対し、貧困の連鎖を断ち切る観点から、経

済的、社会的支援を拡充する。○児童擁護施設での対象とならない15歳～20歳の子

どもたちが働きながら自立に向けた生活の場（自立支援ホーム）に対する公的援助

の拡充。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自由

意見 

○高度救命救急センターを補完する新型救命救急センター（地域救命救急センタ

ー）を東信（千曲市から上田市）に１ヶ所設置。 

○介護労働者の労働条件の改善を図ること。 

○視覚障がい者・聴覚障がい者をはじめ、全ての障がい者の雇用率向上を図ること。
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果 
2015 年 4 月 2 日 長野県保険医協会 

上田市・小県郡 上田市・小県郡 上田市・小県郡  

高村 京子 平野 成基 堀場 秀孝 

賛成 賛成 その他 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

国は、医療・介護総合推進法により、医療分野では、①医療機関が都道府県知事に病床の医療

機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県はそれをもとに地域医療

構想（ビジョン、地域の医療提供体制の将来あるべき姿）を医療計画において策定する。②医

師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付ける、などとされています。こ

れまで以上に医療政策における都道国のねらいは、都道府県主導で病床の再編・削減を推進す

る仕組みを盛り込んでいます。国会では、共産党議員の質問に対し厚労省は、「都道府県の病

床計画に病院が従わない場合、医療機関名の公表、各種補助金や融資対象からの除外などの制

裁措置をとる」と答弁しました。このことは、国民の医療機関を選択する権利を奪うことにつ

ながり、日本の医療制度の根本原則であるフリーアクセスに対する重大な挑戦です。強権的な

病床削減、患者追い出し強化の改悪を中止・撤回させ、必要な医療体制の維持・拡充を図りま

す。県民の願いをしっかり県政に届け、その実現のために働きます。  府県の果たす役割が大

きくなります。  

方向してはよいが、政策に当たって

は、合意形成が前提となるべき。 

住民が必要な医療を受けられるよう

にするために医療需要の推計は慎重

に行う必要があると考えます。 

反対 賛成 その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

国は、平成20年から「社会保障の充実・安定化と財政の健全化という２大目標の実現のため」

に「社会保障・税一体改革」の議論を進めてきました。その後、平成24年2月に「社会保障・税

一体改革」に閣議決定。6月に、民主、自民、公明の3党が「社会保障・税一体改革」に対して

合意。8月に「社会保障・税一体改革関連法案」が成立しました。しかし、日本の財政をゆがめ

ているのは内部留保が史上 高を更新している大企業には減税をする一方で国民には、逆進性

の高い消費税を増税しているあべこべの政治をしてきたからです。これでは、安心して福祉、

医療や介護が受けられないことになります。福祉先進国では、医療費無料化を実現させている

ところもあります。負担能力に応じて税金を支払ってもらうしくみや人間らしく働ける雇用の

ルールを確立して、安定的な税収確保など総合的に歳入と歳出のバランスを考えるべきです。  

都道府県がかなりの責任を追うこと

になるが、国も必要な措置や指導を負

うべきである。 

診療報酬の引下げとセットで医療費

の適正化を進めることは過度な効率

化になり、医者にかかれなくなること

も考えられると思う。 

反対 その他 賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
国のねらいは、医療費等の削減を市町村から都道府県単位にしてやりやすくすることにありま

す。国民健康保険事業など身近な行政は、顔が見える市町村がやってこそ住民と行政との信頼

が築けるのであって、実施主体が都道府県ではきめ細かな対応ができなくなることが目に見え

ています。  

国の財政支援があればよいが、財政破

綻する都道府県がないとは限らない。

地域の格差や負担の公平化などを考

えると県単位のほうがいいと考える。 

賛成 その他 その他 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
この事業が、長野県ではなかなか実現しないことが不思議なくらいです。窓口無料

化をしている他の都府県から長野県へ越してきた家族がびっくりしています。主権

者である県民が選挙という機会にこのことを含めてしっかりと選択していただけれ

ばと思っています。難色をしめしている県知事や県議会の多数の方々は「国による

ペナルティ」を課題にしているようですが、これも本末転倒です。多くの地方自治

体が実施し、多くの国民が望むことを進めることが政治の仕事なのであり、損得勘

定をしている官僚（霞が関）政治が続けば、日本は終わりです。 

新たな財政負担の問題もあるので、市

町村の意向を十分に尊重しながら考

えて行くべき。 

自治体での実施状況を考え、受診でき

ない、病院にいけないことがないよう

に検討していくべきと考える。 

賛成 反対 その他 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

前質問の回答の通り。 廃止した場合の新たな財政負担（約16

億円）の問題がある。 

病院にいけないような事態が起きな

いように考えていく必要があると思

う。 

賛成 その他 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
予防接種において有効性や安全性が確認されるものについては、地域間の差を減ら

すために県において、助成事業を行うべきです。  
国の検討状況を注視した上で検討し

ていく必要がある。 

予防することが重要であることから

健診、検診をうけやすい社会になるこ

とを望む。 

反対 賛成 その他 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

国は、「身近な地域で、住まいを基本に、医療や介護、生活支援サービス、介護予

防が切れ目なく提供される体制」をめざす、「地域包括ケア」の構想をかかげまし

た。しかし、その看板のもとで安倍内閣が提出した「医療・介護総合法」は、国の

社会保障費抑制のため、医療や介護サービスの対象を限定し、病院や介護施設をで

きる限り使わせず、提供するサービスを“安上がり”なものに置きかえていく改悪

法でした。給付費削減を前提にした「連携」「再編」では、介護をめぐる危機的状

況は解決されず、逆に矛盾が深まるだけです。第一次ベビーブーム世代が75歳以上

の高齢者となる2025年（平成37年）に備えるというなら、医療・介護は「自然増削

減」ではなく、抜本的な拡充が必要です。介護・福祉・医療の拡充と連携を国の責

任で推進し、地域全体で高齢者を支えられる体制づくりをすすめます。  

考え方には賛同するが、皆が満足する

ようなシステムが確立できるかが心

配である。 

かかりつけ医と訪問看護などの連携

を進め、介護が必要となっても住み慣

れた地域で生活できるようにすべき

だ。 

反対 賛成 反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

今年４月から介護保険制度が大きく変わります。要支援者の訪問介護と通所介護が

介護保険給付から外され、区市町村が安上がりの代替サービス「総合事業」をはじ

まります。しかし、現状では東京都内でも移行できるのは、１割程度です。そもそ

も、市町村にその受け皿があるのかどうか疑問です。介護保険制度がはじまるにあ

たって、「保険あって介護なし」になるのではないかと危惧されましたが、そのこ

とが現実のものになりました。要支援者サービスを切り捨てるものだとして、総合

事業への移行を中止と移行しても要支援者サービスを守り、拡充するために国と自

治体が責任を果たすべきと考えます 

前問と同じ。 介護サービスの質と量の低下につな

がるおそれがあると思う。家族の介護

のため介護離職や家族も倒れる共倒

れの可能性も考えられる。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

① 国が進める「地方創生」は、これまでの地方切り捨て政策に何の反省もありませ

ん。また、「地方再生」と言わないところに本当のねらいがあります。東京一極集

中の是正といいますが、大都市の機能や生活を支えている電気、水、食料などどれ

をとっても地方が支えています。このことを踏まえて、地方自治体が自主財源を確

保できるように国（大都市）と地方の財源のあり方などを抜本的に変えていかなけ

ればなりません。② 地域内循環経済の制度設計を官民学金労で取り組みます。具体

的には、地域分散型で再生可能エネルギー普及、住宅リフォーム・商店版リフォー

ム制度、公契約条例制定、県中小企業振興条例に基づく具体化などを積極的に進め

ます。③ どこに住んでいても福祉、教育や医療、介護をはじめ必要な行政サービス

が受けられるよう、自治機能の再生を図ることが必要です。「選択と集中」と言わ

れますが、選択されない地域や住民は一体どうなるのでしょうか。住民サービスの

集約化の押しつけに反対し、現在の市町村が住民に身近なサービスを充実させ、地

域の再生が図れるようにします。   

○子育て支援の充実。 

○Ｉターン・Ｕターン施策等々の人口

減少への対応。 

○農業・林業などへのテコ入れ。 

就労の場の創出、 

安心して生み育てることのできる環

境、 

情報発信の枠組づくり 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

子どもの貧困が大きな問題となっています。18歳未満の子どもの貧困率は年々増加

して、2012年では過去 悪の16.3％を記録しています。親から子への貧困の連鎖を

防ぎ、教育の機会均等を推進する必要があります。一として、生活保護水準の切り

捨てをやめさせ、捕捉率を上げる努力をします。二として、要支援、準要支援など

就学援助制度の充実を図ります。三として、奨学金の強制的な取り立てをやめさせ、

給付型の奨学金制度を創設し、充実します。  

奨学金の充実。 一定年齢層の医療費の無料化、 

所得制限をつけた学校給食の無料化、 

ひとり親家庭等への支援が必要。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

これまでみなさんと力をあわせ、小中学校での35人学級や子ども医療費無料化の拡

大に取り組んできました。いま、「負担だけ増え、くらしが大変」「戦争する国は

絶対ダメ」など、県民の切実な思いに応える県政が求められています。私は、消費

税増税や「戦争立法」など暴走する安倍政権と正面から対決し、オール与党で県民

に冷たい県政（県議会）から、くらしと平和を守り、県民の声が通る県議会となる

よう全力でがんばります。 

日本一の健康長寿県である長野県の

良さは維持しつつ、地域包括ケアシス

テムの確立を目指すことが、長野県の

テーマである。 

医療：医者不足を解消する必要があ

る。医学生向けの奨学金の拡充等。救

急患者の受け入れが可能な病院がす

ぐ分かるシステムの構築も必要。 

介護・福祉：福祉にかかわるスタッフ

の労働条件、賃金等の改善。特養ホー

ムの増設をどうとらえるのか。目前の

対応も必要だが”予防”がすすむと20

年後の必要性も考えることが重要。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（小諸市） 
小諸市  

山岸 喜昭 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

地域住民が安全・安心な医療を受けられること。地域医療構想は

地域の医療機関、地域住民の視点が大事。 

その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

医療費効率化のための支出目標を進めることで必要な医療が受

けられるのかが疑問である。 

その他 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
国保の国庫負担を公平の視点からは良い。 

賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
子育て支援策の福祉医療の充実は窓口無料にすることは良い。 

賛成 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

子供たちの医療は無料化へ、廃止でも良い。 

賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
予防を充実は必要である。子供たちには助成すべき。 

賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

公的サービスを中心に賛成。 

反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

市町村の総合事業への移行は無理。医療・介護費の拡大。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

１．人口減少対策。 

２．人材育成・雇用創出の推進。 

３．観光・産業・スポーツ振興の推進。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

さまざまな課題を抱えた子育て家庭に対して、経済的・社会的支

援は必要。しかし家庭・親の問題。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

東信・佐久・小諸地区は医療体制に恵まれている。十分なドクタ

ー・看護師・介護士の確保を図り安全、安心な医療都市を目指す。

人間ドック、ペットなど医療環境のさらなる拡充を目指す。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（佐久市・北佐久郡） 
2015 年 4 月 2 日 長野県保険医協会 

佐久市・北佐久郡 佐久市・北佐久郡 佐久市・北佐久郡  

藤岡 義英 桃井 進  小山 仁志 

反対 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

地域医療は大規模病院と中小病院・診療所、医療機関と介護施設等が連携するこ

とにより支えられています。給付費抑制を至上命題に、診療報酬を操作すること

で患者追い出しを促進し、中小医療機関の淘汰や病床削減をすすめるやり方で

は、地域医療の立て直しは図れません。国に対し、都道府県・市町村を給付費削

減競争に動員する仕組みを撤廃させ、診療報酬を抜本的に増額して、連続削減以

前の水準を回復させるよう求め、地域医療全体の底上げを図ります。 

国の検討結果等を踏まえ、医療需要の将来推計

や病床機能報告制度によって得られた情報等

を十分に検討、活用し、目指すべき病床数やそ

の構成については、広範な関係者の合意形成を

図り、慎重に策定されるべきである。 

地域医療の充実には、地域事情を適格に

把握することが重要と考えます。（地域

完結型医療の実現） 

反対 その他 その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

地域医療は大規模病院と中小病院・診療所、医療機関と介護施設等が連携するこ

とにより支えられています。給付費抑制を至上命題に、診療報酬を操作すること

で患者追い出しを促進し、中小医療機関の淘汰や病床削減をすすめるやり方で

は、地域医療の立て直しは図れません。国に対し、都道府県・市町村を給付費削

減競争に動員する仕組みを撤廃させ、診療報酬を抜本的に増額して、連続削減以

前の水準を回復させるよう求め、地域医療全体の底上げを図ります。 

今後の高齢化社会の進行を踏まえ、医療費の適正化を

総合的に推進する必要はある。しかし、医療費に関し

ては都道府県が管理できる要素が限られているにも

かかわらず、支出目標を定めることにより責任を都道

府県が全て負うこととなり、行政運営を拘束されるこ

とのないよう、国は必要な措置や指導を行うべきであ

る。 

ムダな医療費削減の為の努力は必要と

考えますが、効率性だけでは計り切れな

い要素もあると考え、機械的に算出して

よいか疑問を感じます。 

反対 その他 その他 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
市町村の独自繰入をなくして国保料・税をさらに引き上げ、保険証の取り上げや

差し押さえなど滞納制裁がいっそう強化され、住民の負担は増すばかりです。国

保の都道府県単位化に反対し、国の責任による国保料・税の抜本的引き下げ、生

活困窮者に対する保険証とりあげや機械的な滞納制裁の中止、国庫負担増と貧困

打開による制度の再建など、抜本的改革を提案します。また、全国１７都県で実

施ている、国保料・税引き下げのための、市町村自治体への県の補助を求めます。

長野県では小規模な保険者が多数存在し、財政が不安

定化しやすいという懸念がある。また、市町村からも

都道府県への移行を求める要請もあることから、市町

村国保の都道府県単位での広域化は必要と考える。し

かし、国保は被保険者の年齢構成が高く、医療費水準

が高い。あるいは保険料負担が高いという構造的な問

題があり、広域化だけを行っても本質的な解決にはな

らないため、国の責任において、国保に対する財政支

援を拡充するなど抜本的な解決を図るべきである。

構造的に国保制度は破綻しており、保険

者を変えることにどのような構造的メ

リットがあるか、はっきりしない。国庫

負担金を上昇させることが国の責任と

して重要である。 

賛成 その他 反対 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
すでに、全国３８都府県で、県独自の窓口無料化を実施しています。ところが長

野県議会では、多くの県民が実現を望む子どもと障がい者の窓口無料を求める請

願が、自民・公明・民主・社会・中間会派により棚上げされています。 国の制

度として無料とすることを求めるとともに、県独自の窓口無料化の実施を求めま

す。現在の５００円の自己負担金の廃止、対象年齢を中学卒業まで引き上げるこ

とを求めます。子ども等の医療費現物給付をおこなっている自治体への国庫負担

の減額調整のペナルティを止めるよう国に求めます。 

市町村は、国保の保険者であり、福祉医療の実

施主体であるが、国保の国庫負担金の減額措置

や健保組合などの付加給付停止により、新たに

財政負担が生じているところであり、市町村の

意向を十分に尊重しながら考えていくべきで

ある。 

コンビニ受診等を招き、本当に診療を必

要とされる方に皺寄せが及ばないか懸

念が残る。 

賛成 反対 その他 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

前質問への回答の通り 500円の受給者負担金を廃止した場合、約16億

円の新たな財政負担が見込まれており、制度の

持続可能性を勘案すると廃止は困難である。 

制度設計上、負担金徴収がやむを得ない

とするならば必要と考える。 

賛成 その他 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
はしか・風疹対策を国の責任でワクチンを備蓄し追加接種には公費助成を行う

等、感染・流行を防ぐ手立てをとります。ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチ

ンの公費接種事業は保護者の負担軽減・無料化等制度の充実をめざします。おた

ふくかぜ・B型肝炎・ロタウィルスワクチンの定期接種化を進めます。今後も予

想される様々な感染症の発生・流行に備え、感染症指定医療機関の復活、拠点病

院への専門医・看護師の配置、医療機器の整備、保健所の体制強化、ワクチンの

研究・製造システムの確立を進めます。 

任意の予防接種については、効果や副作用等を

考慮し、国として接種の促進に関する判断に至

っていないものであり、補助制度の創設等に関

しては、国の検討状況を十分に注視した上で検

討していく必要がある。 

 

反対 その他 賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

地域包括ケアの構想をかかげた医療・介護総合法は、国の社会保障費

抑制のために、医療や介護サービスの対象を限定し、病院や介護施設

をできる限り使わせず、提供するサービスを安上がりなものにする改

悪法です。給付費削減を前提にした連携・再編では、介護をめぐる危

機的状況は解決されず逆に矛盾が深まるだけです。介護・福祉・医療

の拡充と連携を国の責任で推進するよう求め、地域全体で高齢者を支

えられる体制づくりをすすめます。 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道

府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性

に応じて構築していくことが必要である。しかし、一

方で高齢者人口が増加し、国民の医療や介護に対する

需要も増加していくことが見込まれる中、限られた財

源や人材を有効に活用していくためには、これまでの

共助・公助型の制度運営だけでなく、自助・互助の取

り組みも制度の両輪として推進していく必要がある。

長野県の中山間地の特徴を考えると、格

差是正への取り組みは必要と考える。 

反対 賛成 賛成 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

地域の高齢者を支えるボランティアやNPO、民生委員や自治会、社協等

は、慢性的予算と人手不足、担い手高齢化、後継者不在等に悩まされ

ています。新たな負担の押付けは、さらなる疲弊を生み出します。専

門職が提供する介護とボランティア等支援は、目的・性格・役割が違

い、切換は利用者と福祉の現場に混乱と矛盾をもたらすだけです。移

行中止を国に求めるとともに、多様な実施主体の本来の役割が発揮で

きるように支援し、地域コミュニティを支える社会的資源として、連

携促進、財政的支援、後継者作りへの協力等を提案します。 

要支援者の通所や訪問介護の市町村事業への

移行については、地域包括ケアシステムの構築

に当たって、地域の実情に応じて、既存の事業

者に加えてNPOや住民ボランティア等の活用に

より、介護サービスが柔軟かつ効率的に提供さ

れることを目指していることから、地域で取り

組んでいく必要がある。 

持続可能な制度としていく為には、住民

力も今後必要となってくると考えます。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

① どこに住んでいても教育や医療をはじめ必要な行政サービスが受けられるよ

う、自治機能の再生を図ることが必要です。住民サービスの集約化の押しつけに

反対し、現在の市町村が住民に身近なサービスを充実させ、地域の再生が図れる

ようにします。 ② 住宅・商店版リフォーム助成制度など地方経済の活性化、農

林業と中小企業を応援する市町村の取り組みも県として支援します。 ③ 地方の

衰退を加速させるアベノミクスときっぱり対決し、雇用の充実、農業と林業の再

生、モノづくり、観光等長野県の力を発揮する地域の再生をめざします。 

○人口減少や人口流出への対策。 

○地域産業の活性化に向けた施策の推進。 

○子ども、子育て支援の充実。 

○少子化対策として産後ケアとワーク

ライフバランスの推進（仕事と出産育児

両立支援） 

○It人材やクリエイター等、人材に着目

した誘致 

○観光立国の波に立ち遅れない為の付

加価値の創出 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

(貧困率が急増する背景には政府が進めてきた雇用、福祉、社会保障の切り捨て

による貧困と格差の拡大があります) 一昨年6月に成立した子どもの貧困対策推

進法は、どういう状況が貧困なのかという基本概念も定義されていないことや、

貧困率の削減目標も盛り込まれないなど不十分な法でしたが、日本共産党は子ど

もの貧困解決に社会全体で取組んで行く第一歩として貧困法に賛成しました。 

ところが政府与党は、派遣労働をさらに拡大する労働者派遣法改悪の再提出を狙

い、成長戦略の名で打ち出されている労働法制の規制緩和、いつでも解雇できる

仕組み作り等の施策は貧困対策と逆行しています。 低賃金全国どこでも1,000

円以上の引き上げと労働法制改悪中止を求めます。政府が貧困率の削減目標を設

定し、国として責任を持って貧困の実態調査を行い、当事者や支援団体の協力も

得ながら、貧困解決の体制整備を求めます。 

○貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育

成。 

○子どもに視点を置いて、切れ目のない施策等

を実施。 

○官公民の連携。 

生まれてくる子供たちの側に立った視

点が重要になる。家族状況により将来の

ライフチャンスの制約とつながらない

ように全ての子どもにウエルビーイン

グの保障を考えていくべきである。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

私の父も、三重県で開業医をやっています。医療、福祉切り捨ての国

のやり方に腹を立てています。今度の県会議員選挙は、地方から安倍

政権の暴走にノーの審判を下す選挙だと考えています。そして、自治

体が国のいいなりに医療・社会保障切り捨てをすすめるのか、それと

も防波堤となって県民のくらしと命、平和を守るのか、これが大きく

問われていると思います。議会もオール与党で、声が届かなくなって

います。国にも県にもハッキリものが言える人が必要ではないでしょ

うか。この中でも、日本共産党県議団と私、ふじおか義英は、３０人

規模学級の実現など県民の声で県政を動かしてきました。引き続き、

みなさんの声を県政、国政に届け、実現のために全力で働きます。日

本共産党を伸ばして、願い実現の力を、さらに大きくしていただきた

いと思います。 

社会情勢の変化や厳しい財政状況の下にあっ

ても、将来に渡って社会保障制度の継続性を確

保していかなければならない。また、日本一の

健康長寿県である長野県を維持していくため

には、地域の医療提供体制の充実、強化、医療・

介護人材の育成・確保、介護予防の充実や健康

づくりの推進等の施策を連携させながら推進

していく必要がある。そのためには、市町村、

県民、医療機関等の関係団体と十分に意見交換

や協議を行い、地域と共に諸々の課題の解決に

取り組む必要がある。 

予防医療の徹底により生活習慣病予防

に力を入れ高まる医療費の抑制に努め

るべきと考えます。生活習慣病は沈黙の

病気と言われますように知らず知らず

のうちに重症化し結果として余計な医

療費がかかります。予防医療の極意は気

付く事であり健診を身近にし、また根拠

に基づいた効果的な健康づくり、運動ト

レーニングの手法について普及を図っ

ていくべきと考えます。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（佐久市・北佐久郡） 
締切後到着 

佐久市・北佐久郡 

 

今井 正子 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

超高齢社会を迎え、増加する医療費の適正化に向けビジョン政策は必要。

その際、各々の医療機関の自主的取り組み、圏域の意向等を尊重すべき。 

反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

医療にかかる経費を支出目標枠で抑制することは困難と思われる。適正化

の基準をどのような分野に置くか明確でない。 

反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
市町村は住民お健康管理、増進、健康寿命延伸等の施策で、医療費抑制に

つながっているか検証が必要。その上で本来市町村が運営することが望ま

しい。 

賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
子育て中の負担軽減の一助となるよう実施されるべきと思う。他の38県も

実施傾向にあり、本県も実施すべきと考える。 

その他 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

廃止も考えるが、現在のところ判断しにくい。 

賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
全ての予防接種を定期化する。（任意でも助成は）県民の生命を守る立場

から実施すべきと思う。 

賛成 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

自治体の取り組み、関心度が薄いように感じられる。 

反対 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

移行する明らかな理由、根拠に乏しい。 

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

①子育て、教育立件作り（再生） 

②魅力ある地域づくり（観光・農（林）業・医療等） 

③産業・企業の育成と雇用の確保 

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

子どもの教育や児童福祉にもっと予算（財政）と人をつけるべき。学校・

家庭・行政・地域の連携強化。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

地域で安心安全に暮らしていけるかは、医療・介護等福祉施策が充実して

いるかによる。子育ての環境整備も含め、切れ目ない医療と介護の提供体

制の構築が求められる。認知症対策、健康寿命延伸プロジェクト事業の推

進等を含めながら、医療・介護総合確保金（15.5億円）が有効活用される

ことを望む。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（岡谷市・諏訪郡下諏訪町） 
  岡谷市・諏訪郡下諏訪町 岡谷市・諏訪郡下諏訪町 岡谷市・諏訪郡下諏訪町 

  小松  稔 浜 章吉 毛利 栄子 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは地域

の実情に応じて医療機関

及び住民の声を反映させ

ることについて 

国の検討結果を踏まえ、医療需要の将来推

計等、情報などを精査・検討し、関係者の

合意形成を図りながら慎重に策定される

べきである。 

地域の実情を考慮する必要があるから。 都道府県主導の病床再編といっても下絵を描くのは国であり、まさ

に、国による情報の一元管理をつうじた強権的な病床削減です。住

民の命と福祉をまもるべき地方自治体を、医療切り捨ての先兵に使

う改悪など許されません。強権的な病床削減、患者追い出し強化の

改悪を中止・撤回させ、必要な医療体制の維持・拡充を図ります。

県民の願いをまっすぐ県政に届け、その実現のために働きます。 

その他 反対 反対 問2 都道府県ごとに医療費支

出目標を定め、医療費適正

化を図ることについて 
高齢化が進行する中で医療費の適正化に

ついては、総合的、計画的に検討し、推進

する必要はある。県管理が限定されている

中で支出目標を定めることは責任を県が

全て負うことになる。国は、必要措置を行

うべきである。 

現在の市町村国保と同じように、市町村

単位で医療費の適正化について議論し

ていくことが望ましいのでは。 

地域医療は大規模病院と中小病院・診療所、医療機関と介護施設等

が連携することにより支えられています。給付費撫制を至上命題に、

診療報酬を操作することで患者追い出しなどの改悪を促進し、中小

医療機関の淘汰や病床削減をすすめるやり方では、地域医療の立て

直しは図れません。国に対し、都道府県・市町村を給付費削減競争

に動員する仕組みを撤廃させることや、診療報酬を抜本的に増額し

て連続削減以前の水準を回復させるよう求め、地域医療全体の底上

げを図ります。 

その他 その他 反対 問3 市町村国保を都道府県単

位化することについて 
被保険者に高齢者が多く、医療水準、保険

料負担が高いという問題は、広域化だけで

は解決にはならない。国民に対する、国の

財政支援を拡充するなどを国に求めるべ

きである。 

地域の実情を考慮しつつ、市町村単位で

財政運営や医療費適正化について関係

機関と議論していくことが望ましいと

考えるため。 

市町村の独自繰入をなくして国保料・税をさらに引き上げ、保険証

の取り上げや差し押さえなど無慈悲な滞納制裁がいっそう強化され

るのでは、住民の苦難は増すばかりです。安倍政権がすすめる国保

の都道府県単位化に反対し、国の責任による国保料・税の抜本的引

き下げ、生活困窮者に対する保険証とりあげや機械的な滞納制裁の

中止、国庫負損増と貧困打開による制度の再建など、抜本的改革を

提案します。 

その他 賛成 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓口無

料（現物給付）とすること

について 
国保の国庫負担金の減額等、新たな財政負

担が生じる市町村の意向を尊重して考え

ていくべきである。 

多くの県民が実現を望む乳幼児等の窓口無料を求める請願が、自

民・公明・民主・社会・中間会派により棚上げされています。子ど

も(就学前)・障がい者等は国の制度として無料とすることが日本共

産党の提案です。その共通の制度の上に、窓口無料化をはじめ自治

体独自の助成制度をさらに前進させます。子ども等の医療費現物給

付をおこなっている自治体の国保に対する、国庫負担の減額調整の

ペナルティを止めるよう国に求めます 

反対 その他 賛成 問4（2） 福祉医療費助成制度で１

レセプトあたり500円の負

担金を廃止することにつ

いて 

これを廃止することで約16億円の新たな

財政負担が見込まれている。制度を持続す

るには、受益者負担を勘案することもやむ

を得ない。 

充分精査する必要があるため。 前質問への回答の通り 

その他  賛成 問5 任意の予防接種費用を県

が助成することについて 
効果や副作用等を考慮し、国の判断や国の

検討状況を十分に注視した上で整えるこ

とが必要ではないか。 

はしか・風疹対策を国の責任でワクチンを備蓄し追加接種には公費

助成を行う等、感染・流行を防ぐ手立てをとります。ヒブワクチン・

小児用肺炎球菌ワクチンの公費接種事業は保護者の負担軽減・無料

化等制度の充実をめざします。おたふくかぜ・B型肝炎・ロタウィル

スワクチンの定期接種化を進めます。今後も予想される様々な感染

症の発生・流行に備え、感染症指定医療機関の復活、拠点病院への

専門医・看護師の配置、医療機器の整備、保健所の体制強化、ワク

チンの研究・製造システムの確立を進めます。 

その他 賛成 反対 問6（1） 地域包括ケアシステムは

市町村格差に配慮し、国や

県の支援により公的サー

ビスを中心とすることに

ついて 

市町村や県が地域の特性に応じて構築し

ていく必要がある。限られた財源、人材を

有効に活用していくためには、共助・公助

の制度だけでなく、自助・互助の取組みも

制度化して推進すべきだ。 

自治体間でサービスの格差が生じない

よう願う。 

地域包括ケアの構想をかかげた医療・介護総合法は、国の社会保障

費抑制のため医療や介護サービスの対象を限定し、病院や介護施設

をできる限り使わせず提供するサービスを安上がりなものに置きか

えていく改悪法です。給付費削減を前提にした連携・再編では、介

護をめぐる危機的状況は解決されず逆に矛盾が深まるだけです。介

護・福祉・医療の拡充と連携を国の責任で推進するよう求め、地域

全体で高齢者を支えられる体制づくりをすすめます。 

賛成 反対 反対 問6（2） 要支援者を介護給付から

市町村の総合事業へ移行

することについて 
介護サービスが効率的かつ柔軟に提供で

きるよう、地域で取組んでいくべきであ

る。 

地域の高齢者を支えるボランティアやNPO、民生委員や自治会、社協

等は、慢性的予算と人手不足、担い手高齢化、後継者不在等に悩ま

され過重負担の押付けは新たな疲弊の要因となります。専門職が提

供する介護とボランティア等支援は目的性格役割が違い、切換は利

用者の願いに背き福祉の現場に混乱矛盾をもたらします。要支援者

サービスの移行を止めるよう国に求めるとともに、多様な実施主体

の本来の役割発揮を応援、地域コミュニティを支える社会的資源と

し連携促進・財政的支援・後継者作りへの協力等を提案します。 

問7（1） 地域創生の推進として重

視すべき課題 

1、地域産業活性化のための施策の推進。

2、子ども・子育て支援策の充実。 

3、人口減少や人口流出への対策。 

○ぬくもりを感じる福祉施策。 

○魅力ある学校と教育内容。 

○災害対策、環境保全。 

①どこに住んでいても教育や医療をはじめ必要な行政サービスが受

けられるよう、自治機能の再生を図ることが必要です。住民サービ

スの集約化の押しつけに反対し、現在の市町村が住民に身近なサー

ビスを充実させ、地域の再生が図れるようにします。②リフォーム

助成制度など地方経済の活性化・景気の底上げとともに、農林業と

中小企業を応援する市町村の取り組みも県として支援します。③地

方の衰退を加速させるアベノミクスときっぱり対決し、雇用の充実、

農業と林業の再生、モノづくり、観光等長野県の力を発揮する地域

の再生をめざします。 

問7（2） 子どもの貧困対策として

重視すべきこと 

切れ目のない施策等を実施するため、官公

民の連携。 

生活のあらゆる場面で支え合う地域コ

ミュニティーの強化 

日本共産党は子どもの貧困解決に社会全体で取組んで行く第一歩と

して貧困法に賛成しました。ところが政府与党は、派遣労働をさら

に拡大する労働者派遣法改悪の再提出を狙い、成長戦略の名で打ち

出されている労働法制の規制緩和、いつでも解雇できる仕組み作り

等の施策は貧困対策と逆行しています。 低賃金全国どこでも1,000

円以上の引き上げと労働法制改悪中止を求めます。政府が貧困率の

削減目標を設定し、国として責任を持って貧困の実態調査を行い、

当事者や支援団体の協力も得ながら、貧困解決の体制整備を求めま

す。 

問8 長野県の医療、介護、福祉

政策に関する自由意見 

安心して暮らせるためには、地域医療再生

は急務。医療行政の問題は、地域だけでは

解決できない。地域医療や福祉を充実させ

るため、医師確保や、医療と介護の連携・

強化に県としても、一定の役割を果たす責

任がある。少子高齢化への対策も重要。介

護と仕事、子育てと仕事の両立が出来るよ

うな環境、仕組みを作っていくことが大

切。施設などのハード、サービスなどのソ

フトの両面からの支援を行うべき。 

高齢者や障がい者にやさしい社会保障

制度の円滑な運営に望むべきです。そし

て生涯にわたり、現役で暮らせる環境づ

くりに努めて参ります。 

医療の崩壊、介護の崩壊と言われる深刻な事態を引き起こし

ている自民・公明による安倍政権の暴走政治を止めることが

急務になっています。自民・公明・民主の3党合意による「税

と社会保障の一体改革」が低所得者に負担の重い消費税増

税、社会保障切り捨ての大本になっており、いっせい地方選

挙で日本共産党をのばしていただくことによってこれらに

厳しい審判を下すことが大切と考えます。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（岡谷市・諏訪郡下諏訪町） 
岡谷市・諏訪郡下諏訪町  

武井 茂夫 

その他 問１ 地域医療ビジョンは地域の

実情に応じて医療機関及び

住民の声を反映させること

について 

誰もが必要な医療が受けられるようにす

るため、医療需要推計は慎重に。 

その他 問2 都道府県ごとに医療費支出

目標を定め、医療費適正化

を図ることについて 
診療報酬改定は26年度実質マイナスであ

る。診療報酬の引下げと医療費の適正化を

進めることは過度な効率化を招き、必要な

医療が受けられなくなる可能性がある。 

賛成 問3 市町村国保を都道府県単位

化することについて 
制度の安定的な運営と負担の公平化など

から一元的運用をする。 

その他 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓口無料

（現物給付）とすることに

ついて 
窓口支払がネックとなり低所得者世帯の

子どもが受診できないようなことになら

ないようにする。 

その他 問4

（2） 

福祉医療費助成制度で１レ

セプトあたり500円の負担

金を廃止することについて 
500円負担がネックとなり低所得者世帯の

子どもが受診できないことにならないよ

うにする。 

賛成 問5 任意の予防接種費用を県が

助成することについて 

その他 問6

（1） 

地域包括ケアシステムは市

町村格差に配慮し、国や県

の支援により公的サービス

を中心とすることについて 

介護が必要になっても住み慣れた地域で

暮らせるように地域包括ケアシステムの

構築をする。 

反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付から市

町村の総合事業へ移行する

ことについて 
要支援切りは介護サービスの質と量の低

下を招く。 

問7

（1） 

地域創生の推進として重視

すべき課題 

再生エネルギーの地産地消、ものづくり企

業への支援拡大、安心して営農できるよう

に所得補償制度を！働く人が増え健康寿

命が延びる。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策として重

視すべきこと 

ひとり親世帯等への支援を拡充。 

問8 長野県の医療、介護、福祉

政策に関する自由意見 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（諏訪市） 
諏訪市  

今井 愛郎 

賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

医療費の抑制には賛成であるが、診療の抑制につながらないよ

うにしなければならないと考えます。 

賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
高齢化が進んでいる自治体の国保の安定運営が厳しい中、広域

化は必要なことと考えます。 

賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
子育て支援策として有効であるとともに、自治体の事務軽減に

つながると考えます。 

賛成 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
安全性が確保されている予防接種については賛成だが、助成に

よって接種勧奨にならないようにすべきと考えます。 

その他 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

地域にあったサービスの実施には賛成だが、一定の基準は国が

保障すべき。 

その他 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

財政支援については国が保障すべき。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

一時的な支援ではなく、継続的な支援を実施すべきと考えま

す。 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

貧困の連鎖を断ち切るには『教育』しかないと考えます。ハー

ド面ばかりでなく、ソフト面の充実が必要と考えます。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果 
茅野市・諏訪郡富士見町、原村 茅野市・諏訪郡富士見町、諏訪郡原村  

今井 敦 小池 久長 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

国の検討結果を踏まえ、広く意見を聞きながら合

意形成を図り、慎重に策定するべきと考える。 

その他 賛成 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

医療費を県が管理できる要素は限られているの

で、支出目標を定めて県が責任を負うことは難し

い。国は必要な措置を講ずるべき。 

その他 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
本県は小規模な保険者が多く、財政が不安定化し

やすい。また、市町村からも県への移行を求める

声もあり、広域化は必要と考える。しかし、国保

は様々な構造的問題があり、広域化だけでは根本

的な解決にはならない。よって、国からの財政的

支援の拡充も必要と考える。  

その他 賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
市町村に新たな財政負担が生じる現状では、市町

村の意向を尊重して考えていくべき。 

反対 反対 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

約１６億円の財政負担の増加が見込まれ、現状で

の廃止は困難と考える。 

税の平等の観点から受益者負担は適当だと思う。

その他 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
国の検討状況を注視しながら検討していくべき。 

その他 賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

地域により特性が違うので、地域の自主性や主体

性によりシステムの構築をするべきである。国・

県の支援も場合により必要と考えるが、自助・互

助の制度も必要と考える。 

賛成 賛成 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

地域の実情に応じてサービスが柔軟かつ効果的に

提供される。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

○働く場所の確保。産業の活性化に向けた施策の

展開。 

○子どもを産み、育てやすい環境や体制の構築。

○教育環境の充実。 

①国が口出しせず地方の判断にまかせる、 

②一括交付金等地方の裁量を増す権限委譲、 

③地方も国のメニューに従う慣れから脱却する 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

子どもに視点を置いた切れ目のない施策の展開  親の所得格差の是正。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

地域の医療体制の充実・強化、医療・介護の人材

育成と確保、介護予防の充実や健康づくりの推進

などの施策を連携させながら推進していく必要が

ある。  

県民の目線で充実を図る。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（塩尻市） 
  塩尻市 塩尻市 塩尻市 

  青柳 充茂 丸山 大輔 備前 光正 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

地域医療ビジョンに地域の実情を正しく反映さ

せることは、地域の主体性を育てるためにも有

用。 

計算で出てくる数字に振り回されて地域医療が

おろそかになることはあってはならないと考え

ます。 

国が都道府県を通じて、機械的な計算で強権的に

病床削減、患者追い出しを図ることはゆるされま

せん。地域の実情に応じて、医療機関や住民の意

見を充分反映させるべきである。 

その他 賛成 反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

効率化を数値目標のみで追求するあまり、必要な

医療が受けられないようなケースは避けなけれ

ばならない。 

目標を定めることや、適正化することは財政上も

重要だが、方向性を誤らないようにしなければな

らない。サービスの質の低下にならないよう、健

康寿命の延伸を核に考える必要がある。 

給付費抑制を至上命題に診療報酬を操作し、患者

追い出しなどの改悪を促進し、中小医療機関の淘

汰や病床削減をすすめるやり方では地域医療の

立て直しは図れません。国に対し、地方自治体を

給付費削減競争に動員する仕組みを撤廃させる

べきである。 

その他 その他 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
長野県のように面積が広く、それぞれ特色のある

地域からなる県では、都道府県という単位が地域

の実情を反映させる相応しい単位か慎重に見極

める必要がある。 

国保の構造的問題解決のために国庫負担金を増

やしても、国の財政の構造的問題になるだけなの

で、少子化対策や健康寿命の延伸に取り組むべき

であり、保険者がどこでも大差はないと考える。

現在、重すぎる税負担の緩和のために市町村独自

の国保税軽減への努力がなされているが、都道府

県単位化することによって、その効果が失われ、

税負担の増大となり、保険証の取り上げや差し押

さえなど無慈悲な滞納制裁が強化される懸念が

ある。 

その他 賛成 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
理想としては、子どもの医療費は無料とすべきと

考える。 

一時でも支払いをすることには負担感が大きい

し、現実にお金を持っていなければ受診できな

い。 

お金の心配をせずに、気軽にお医者さんに行ける

ことが、健康といのちをまもることにつながりま

す。全国でも多数の都府県で実施されており、県

民の永年の切実な要望であるこの制度を必ず実

現したい。 

その他 その他 賛成 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

現状では一つの方法だ。しかし、無料化すれば、

不要になる。 

国の医療は全て無料が望ましいが、現実的な財政

からは、今は不可能なので、ある程度の負担が必

要になっている。500円払って高度な医療サービ

スが受けられるなら良いと考える。所得によって

無料化しても良い。 

1レセプト当たり500円の負担は、さまざまな病気

にかかりやすい子どもを持つ世帯にとって決し

て軽いものではない、この負担を廃止しなけれ

ば、医療費負担の無料化とは言えない。 

賛成 賛成 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
県が助成することにより、市町村格差が回避され

る。 

負担感から予防接種をしない、医療行為を受けな

い、という発想になってしまうこと自体が問題。

所得に応じた医療費負担の方法を検討し直す必

要がある。 

国の責任で、はしか・風疹対策のワクチンを備蓄

し、追加接種に公費助成をおこなう等、感染・流

行を防ぐ手立てを取ります。ヒブワクチン・小児

用肺炎球菌ワクチンの公費接種事業は保険者の

負担軽減・無料化制度の充実が求められる。県の

費用助成が必要である。 

その他 賛成 反対 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

基本的には、国や県の支援により公的サービスを

中心とすべきだが、地域住民が主体となって介護

予防に取り組む運動、しくみづくりも大切だ。 

医療、福祉は国民誰もが受けられるサービスであ

るべきだし、質の低下が起きてはならない。 

地域包括ケアシステムの医療・介護総合法は、国

の社会保障費抑制のために、医療や介護サービス

の対象を限定し、病院や介護施設をできる限り使

わせず、提供するサービスを安上がりなものにす

る改悪法です。介護・福祉・医療の拡充と連携を

国の責任で推進するよう求めていきたい。 

その他 その他 反対 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

公的サービスでは限界もありうるので、市町村ご

と地域住民主体の自主的な独自性は発揮される

べき。 

結果として高いサービスが提供できるか、市町村

がその担い手として十分に機能するか、これから

問われている。 

要支援者を介護保険給付から市町村の事業へ移

管することは、利用者の願いに背き、福祉の現場

に混乱と矛盾をもたらします。多様な実施主体の

本来の役割の発揮を応援し、地域コミュニティを

支える社会的資源として、連携促進、財政的支援、

後継者作りへの協力が必要です。 

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

１、経済社会基盤の計画的再整備（特に道路網）

と循環型地域経済活性化・雇用の創出  

２、健康・医療・介護・福祉の充実 

３、民間人材活用による個性重視の教育の確立 

１、少子化を止めなければ、年金、医療、福祉は

崩壊してしまう。まずは早急に出生率を上げるこ

とだが、都会では上がらない。若者の移住推進と

子育て助成を行い少子化をくい止める ２、観光

県長野をさらに生かし、観光地をつなげ、魅力あ

る商品に仕上げ販売していくことが多くの観光

客を呼び込み、経済の底上げにつなげる ３、地

域の産業、農業の振興を図るため、ブランド化や

経済支援の充実などを行う 

①農業、林業など地域の基幹産業を応援するしく

みをつくる。地域でがんばっている地場産業、中

小企業が元気になる施策が重要である。TPP参加

をやめさせ、リフォーム助成制度などで地域経済

の活性化をはかる。②医療・福祉・介護、教育、

子育て支援など、生活の土台になるサービスの充

実に行政が力を入れる。③地域特有の資源を生か

して地域づくりをすすめるために、行政が支援

し、長野県も塩尻市も地域の産業と観光事業など

を統合した発展をめざす。 

 

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

・子どもの貧困に関わる実態調査、分析の継続的

実施 ・貧困状況に合わせたサポートシステムの

構築 

親の意識、愛情の問題に他ならない。専門家が親

権にしっかり対抗できる法制も必要になってく

る。また、学校や地域が多くの目で見つめ、育て

ていくことが必要。 

貧困が急増する背景には政府が進めてきた雇用、

福祉、社会保障の切り捨てによる貧困と格差の拡

大がある。ところが安倍政権は派遣労働をさらに

拡大する労働者派遣法改悪の再提出をねらい、い

つでも解雇できるしくみをつくるなど、貧困対策

と逆行している。労働法制改悪をやめさせ、 低

賃金の1000円以上への引き上げなど、雇用条件の

改善や、社会保障制度の抜本的充実が求められ

る。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

人口減少時代の超高齢社会では、国による市町村

財政支援がどうしても必要になる。その上で地域

の主体性を発揮するためには、県単位では大き過

ぎる。長野県では、現在の10広域連合単位くらい

でのしくみづくりが必要と考える。また、必要な

財源確保のためにも地域循環型経済活性化が前

提として必要であり、自治体間競争以上に、近隣

市町村の連携・協力体制づくりが急務だ。 

長野県の医療、介護、福祉を守り、充実させてい

くためには支え手と担い手が必要であり、財政が

逼迫する中これを確保するためには、少子化対策

と経済振興を同時に行う必要があります。 

阿部県政は、子どもと障がい者の医療費の窓ロ無

料化が多くの県民の要求になっているにもかか

わらず実施を拒否している。その一方で、危険で

無駄な浅川ダムの建設強行、地元の住民の中でも

不安が広がっているリニア新幹線の関連事業へ

の莫大な県費の投入など、予算の使い方の逆立ち

傾向が強まっている、それを日本共産党以外の党

がオール与党で支えている。日本共産党が伸びて

力関係を変え、県民の願いが届く県政に変えてい

きたい。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（木曽郡） 
木曽郡 木曽郡  

村上  淳 三浦 茂樹 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

人口減少の中山間地域では、機械的な算出で

は命が守られず、医療格差がうまれるため。

賛成 反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

際限なく伸びる医療費に一定の歯止めをかけ

る。 

 

医療費の支出は機械的に出せるものではな

い。医療費を抑制するのであれば、未然に防

ぐ活動に特化すべき。 

賛成 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
黒字に出来れば良い 人口減少の激しい地域こそ、県内でも医療費

格差がうまれるおそれがある。 

その他 賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
議論したい 子どもは親の収入により命の格差・医療費の

格差があってはならないため。 

その他 賛成 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

議論したい 子どもは平等に医療をうけ、命を守る義務が

行政にはあると考える。 

その他 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
予防接種の重要性に変化あり 日本国憲法下では、当然のことである。 

その他 賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

地域の実情に配慮する事は良い 医療・介護は地域格差をうんではならない。

反対 反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

サービスに格差が出る 中山間地の行政ほど補助金だのみで、自主財

源を持っていないため、格差の拡大につなが

る。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

１、首都機能の移転  

２、法人本社機能を地方へ分散  

３、過疎中山間地を盛り上げる 

地域で木曽なら木曽でお金、物、人がまわる

システムをつくりあげないと地方創生の意が

なく、場当たり的な支援では過疎化はとめら

れません。そのためにも、権限と財源をその

地域、木曽なら木曽にうつすべき！それが国

の発展にもつながる。 

・医療格差の解消  

・教育の選択肢の確保 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

大人が貧困だから子どもが貧困になる。大人

が収入のある環境をつくり出す 

・小中学校の給食費の無料化 ・中学校まで

の医療費の窓口無料化 ・保育料の無料化 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

・中学生までの医療費の窓口無料化は、長野

県で子育てをするという観点から進めなけれ

ばならない。また、介護費用の抑制の観点か

ら、親との同居世帯の優遇税制の導入をす

る。 ・看護師不足を解消するために、全国

から看護師を県職員の身分として募集して各

市町村の医療機関に派遣する。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（上伊那郡） 
  上伊那郡 上伊那郡 上伊那郡 

  垣内 基良 小林 伸陽 矢ケ崎 克彦 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

国の検討結果等を踏まえ、医療需要の将来推計や病

床機能報告制度によって得られた情報等を十分に

検討、活用し、目指すべき病床数やその構成につい

ては広範な関係者の合意形成を図り慎重に策定さ

れるべきである。 

都道府県主導の病床再編といっても、国による強権的な病

床削減です。住民の命と福祉をまもるべき地方自治体を、

医療切り捨ての先兵に使う改悪など許されません。強権的

な病床削減、患者追い出し強化の改悪を中止・撤回させ、

必要な医療体制の維持・拡充を図ります。県民の願いをま

っすぐ県政に届け、その実現のために働きます。 

地形的に地区外に短時間で行けないハンデ

ィを持つところが多い 

その他 反対 反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

今後の高齢化社会の進行を踏まえ、医療費の適正化を総合

的かつ計画的に推進する必要はある。しかし、医療等に関

しては都道府県が管理できる要素が限られているにも関

わらず支出目標を定めることにより責任を都道府県が全

て負うことになり、財政運営を拘束されることのないよう

国は必要な措置や指導を行うべきである。 

地域医療は大規模病院と中小病院・診療所、医療機関と介

護施設等が連携することにより支えられています。国に対

し、都道府県・市町村を給付費削減競争に動員する仕組み

を撤廃させることや、診療報酬を抜本的に増額して連続削

減以前の水準を回復させるよう求め、地域医療全体の底上

げを図ります。 

高度医療・高額医療の抑止につながる 

その他 反対 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
本県では小規模な保険者が多数存在し、財政が不安定化し

やすいという懸念がある。また、市町村から都道府県への

移行を求める要請もあることから市町村国保の都道府県

単位での広域化は必要と考える。しかし、国保は被保険者

の年齢構成が高く、医療費水準が高い、あるいは保険料負

担が高いという構造的な問題があり広域化だけを行って

も本質的な解決にはならないため、国の責任において国保

に対する財政支援を拡充するなど抜本的な解決を図るべ

きである。 

市町村の独自繰入をなくして国保料・税をさらに引き上

げ、保険証の取り上げや差し押さえなど、滞納制裁がいっ

そう強化されるおそれがあります。安倍政権がすすめる国

保の都道府県単位化に反対し、国の責任による国保料・税

の抜本的引き下げ、生活困窮者に対する保険証とりあげや

機械的な滞納制裁の中止、国庫負担増と貧困打開による制

度の再建など、抜本的改革を提案します。 

本来「保険」は保険者を大きくすれば平均化

され格差がなくなっていくものではあるが、

国庫負担の削減につながるのであれば、絶対

反対 

その他 賛成 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
市町村は国保の保険者であり、福祉医療の実施主体

であるが、国保の国庫負担の減額措置や健保組合な

どの付加給付停止により、新たな財政負担が生じて

いるところであり、市町村の意向を十分に尊重しな

がら考えていくべきである。 

多くの県民が実現を望む乳幼児等の窓口無料を求める請

願が、自民・公明・民主・社会・中間会派により棚上げさ

れています。子ども（就学前）・障がい者等は国の制度と

して無料とすることが日本共産党の提案です。その共通の

制度の上に、窓口無料化をはじめ自治体独自の助成制度を

さらに前進させます。子ども等の医療費現物給付をおこな

っている自治体の国保に対する、国庫負担の減額調整のペ

ナルティを止めるよう国に求めます。 

現行では、事務コストが余計かかっている。

1レセプト当たり500円差引は、差し引き後の

額が少なくなり、面倒さも加わり、制度の意

味が損なわれる。受益者負担を行政が課さな

いと、ペナルティある等は、もっての外 

反対 賛成 賛成 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

500円の受給者負担金を廃止した場合、約16億円の

新たな財政負担の増加が見込まれており、制度の持

続可能性を勘案すると廃止は困難である。 

前質問への回答の通り 回数が重なると、大きな負担を親に強いてい

ることとなる。多子化を進める、人口対策の

逆政策とも言える。 

その他 賛成 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
任意の予防接種については効果や副作用等を考慮

し、国として接種の促進に関する判断に至っていな

いものであり、補助制度の創設等に関しては国の検

討状況を十分に注視した上で検討していく必要が

ある。 

はしか・風疹対策を国の責任でワクチンを備蓄し追加接種

には公費助成を行う等、感染・流行を防ぐ手立てをとりま

す。今後も予想される様々な感染症の発生・流行に備え、

感染症指定医療機関の復活、拠点病院への専門医・看護師

の配置、医療機器の整備、保健所の体制強化、ワクチンの

研究・製造システムの確立を進めます。 

市町村格差は、国民平等の原則を欠く 

その他 反対 賛成 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

地域包括ケアシステムは保険者である市町村や都道府県

が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構

築していくことが必要である。しかし、一方で高齢者人口

が増加し国民が医療や介護に対する需要も増加していく

ことが見込まれる中、限られた財源や人材を有効的に活用

していくためにはこれまでの共助・公助型の制度運営だけ

でなく、自助・互助の取組みも制度の両輪として推進して

いく必要がある。 

地域包括ケアの構想は、給付費削減を前提にした連

携・再編であり、介護をめぐる危機的状況は解決さ

れず逆に矛盾が深まるだけです。介護・福祉・医療

の拡充と連携を国の責任で推進するよう求め、地域

全体で高齢者を支えられる体制づくりをすすめま

す。 

人をケアするには、専門的知識、訓練、資格

は当然 

賛成 反対 反対 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

要支援者が通所や訪問介護が市町村事業への移行につい

ては、地域包括ケアシステムの構築に当たって、地域の実

情に応じて既存の事業者にかえてNPOや住民ボランティア

等の活用により介護サービスが柔軟かつ効率的に提供さ

れることを目指していることから地域で取り組んでいく

必要がある。 

専門職が提供する介護とボランティア等支援は目的性格

役割が違い、切換は利用者の願いに背き福祉の現場に混乱

矛盾をもたらします。要支援者サービスの移行を止めるよ

う国に求めるとともに、多様な実施主体の本来の役割発揮

を応援、地域コミュニティを支える社会的資源とし連携促

進・財政的支援・後継者作りへの協力等を提案します。 

質と責任の所在は、どうするのか。対象者の

安心感や信頼感はどうなるのか。対象者の個

人情報が往々にして守れるのか。 

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

人口減少や人口流出への対策、 

地域産業の活性化に向けた施策の推進、 

子ども・子育て支援策の充実。 

①子どもを産んでも安心、障がいや病気になっても安心、老いて

も安心、 どこに住んでいても必要な行政サービスが受けられるよ

う、自治機能の再生を図ることが必要です。医療・福祉・介護の

充実で、人が人らしく生活できる地域づくりを目指します。②地

域の資源を活用した産業の創出はまだまだ大きな可能性を秘めて

います。長野県特有の豊富な水資源や森林資源を活用した水力発

電やバイオマス発電、農産物も林産物も地産地消を進めることで、

地域で人もお金も仕事もまわります。地方から都会へ吸い上げら

れる経済から、地域循環型の経済へ転換することこそ、真の地域

創生です。③住宅リフォーム助成制度や商店版リフォーム助成制

度など、地方経済の活性化・景気の底上げとともに、中小企業を

応援する市町村の取り組みも県として支援します。地方の衰退を

加速させるアベノミクスときっぱり対決し、雇用の充実、農業と

林業の再生、モノづくり、観光等長野県の力を発揮する地域の再

生をめざします。 

創生を市町村に押しつけだけでは、人口の取

り合いをするだけ。マクロで見て日本全体の

人口増には結びつかない。国の行う全国的創

生策も緊急課題 １、子育て支援策の拡大

２、リニアを中心に南信のインフラ整備拡大

３、企業誘致と企業連携雇用拡大策 

 

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成、 

子供に視点を置いて切れ目ない施策等を実施、 

官公民の連携。 

政府が進めてきた雇用、福祉、社会保障の切り捨てにより貧困と

格差が拡大しており、親の貧困が子どもの貧困へと連鎖していま

す。日本共産党は子どもの貧困解決に社会全体で取組んで行く第

一歩として貧困法に賛成しました。ところが政府与党は、派遣労

働をさらに拡大する労働者派遣法改悪の再提出を狙い、成長戦略

の名で打ち出されている労働法制の規制緩和を強行しています。

子どもの貧困は親の貧困の表れであり、親世代の所得と雇用を安

定させなければ根本的な解決には至りません。 低賃金全国どこ

でも1,000円以上の引き上げと労働法制改悪中止を求めるととも

に、基礎自治体の独自支援についても県として後押ししていくこ

とが大切だと考えます。 

・給与所得者の実質所得目減り（－2.3%）や、

広がりつつある所得格差の是正 ・アベノミ

クス（インフレ政策）のみでなく、所得向上

政策の実施 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

社会情勢の変化や厳しい財政状況の下にあっても、将来に

渡って社会保障制度の継続性を確保していかなければな

らない。また、日本一の健康長寿県である長野県を維持し

ていくためには地域の医療提供体制の充実・強化、医療・

介護人材の育成・確保、介護予防の充実や健康づくりの推

進等の施策を連携しながら推進していく必要がある。その

ためには、市町村、県民、医療機関等の関係団体と十分に

意見交換や協議を行い地域と共に諸々の課題の解決に取

り組む必要がある。 

今回の統一地方選挙は、安倍政権の暴走に審判を下す絶好

の機会です。とりわけ、『安保法制』が取りざたされる今、

「戦争する国づくり」に地方の明確な意思を示す必要性が

強まっています。戦争は多くの犠牲と貧困を生み出しま

す。「戦争する国づくり」と政府の医療・社会保障改悪に

ストップをかけ、住民の立場にたった悪政の防波堤となる

自治体を作れるかが問われる選挙です。"憲法を生活に生

かす"を合言葉に、住民の切実な要求に寄り添い、オール

与党議会の中で住民の利益を守って奮闘する日本共産党

に、さらに大きな力を与えていただきたいと思います。 

・医師確保策の強化 

・コメディカル医療の推進 

・地域医療連携の強化（急性期、亜急性期、

療養期のバランス） 

・医療、介護、福祉の連携強化 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（上伊那郡） 
  上伊那郡 

  寺平 秀行 

その他 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

誰もが必要な医療を受けられるようにするため、医療

需要の推計は慎重に行うべき。 

その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

過度な効率化を招き必要な医療が受けられないのは

こまる。 

賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
安定的な運営と保険者間の負担の公平化をはかるべ

き。 

その他 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
窓口支払がネックとなって低所得世帯の子どもが病

院を受診できないような事態は防ぐべき。 

その他 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

500円の負担がネックとなって低所得世帯の子どもが

病院を受診できないような事態は防ぐべき。 

賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
予防医療の充実が重要である。 

その他 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

介護が必要となっても住みなれた地域で暮らせるよ

う制度 

その他 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

介護サービスの質と量を低下させぬよう検討すべき。

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

雇用を守るため産業を創出する、南信工科短大を拠点

とした人材育成、信州ならではの産業を打ち立てる

「ナガノミクス」の推進 

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

何か1つといわれれば教育。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

医師の確保、医療や健康産業の振興、介護施設の経営

支援、安心して終末期をむかえられる信州の構築 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（伊那市） 
伊那市 伊那市  

向山 公人 酒井 茂 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

上伊那医療圏は医療従事者が少なく、各医療圏の

医療体制は様々であり、全国一律の算定式で算出

すべきものではなく、地域に軸足をおいて算出す

べきと考える。 

例えば、上伊那の場合、県内の他地域に比べて医

師数が少なく、そのことが将来の必要病床数に影

響するようなことがあってはならず、当然地域の

実情に応じて算出すべきである。 

賛成 その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

将来の制度維持のためには、何らかの指標を設定

し適正化の取り組みを継続的に行うことが必要。

医療費が少ない地域においては、医療機関が少な

いことが影響している場合があることを十分理解

した上で目標設定すべきである。 

賛成 その他 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
都道府県単位で支え合う仕組みは必要。県と市町

村が適切に役割分担し住民に身近なサービスは市

町村が担う。 

保険者を市町村か都道府県かの選択をする議論を

する前にまず、国が相応の負担をする制度として

確立することが先である。 

その他 賛成 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
市町村に新たな財政負担が発生することも含め、

慎重な検討が必要と考える。 

受益者の負担軽減のためには現物給付とすべきで

ある。 

反対 賛成 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

県、市町村の財政状況は厳しく、負担額のあり方

については一つの検討課題と考える。 

この程度の負担はあっていいと考える。 

その他 その他 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
厚生審議会において予防接種化について検討され

ており、その動向を注視することが必要。 

助成するのであれば、県下でサービスの内容が異

なることのないように県のリーダーシップのもと

で、県下統一内容とすべきである。長野県として

ある程度の助成を行うことには賛成する。 

反対 賛成 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

介護が必要な高齢者は、地域全体で支えていくこ

とが望ましい。若い人への負担を考えると、地域

の方々の力による支援も必要と考える。 

市町村により格差が出ることがあってはならな

い。 

賛成 反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

県民サービスの向上につながるか、市町村の取組

みや意向など聞いた上で判断したい。 

国の都合による制度改正であり、もっと国が積極

的に関与した制度とすべきである。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

都会と地方の格差解消、 

地方の公共交通網の整備 

１、人口減少に歯止めをかけなければならない２、

若者の雇用の場を確保しなければならない３、地

域経済を活性化しなければならない 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

貧困家庭に対する支援を充実すべきである。特に

義務教育においては家庭の経済状況により、一般

家庭に比べて学習や成長に関して環境が偏らない

よう配慮すべきである。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

医師、看護士の確保による平準化。過疎地住民の

公共的交通手段の確保。 

県内のどこに住んでも同等のサービスが受けられ

るよう、県がリーダーシップを取って各種施策や

サービスの提供を図るべきである。（各市町村が

競ってサービス内容を向上させるのは好ましくな

い。） 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果 
2015 年 4 月 2 日 長野県保険医協会 

飯田市 飯田市 飯田市  

小島 康晴 水野 力夫 河野 勉 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

誰もが必要な医療を受けられるよう十分な配慮が

必要です。 

地域医療ビジョンの病床再編は、情報の一元管理

をおこなうなど、国主導の強権的なものです。住

民の命と福祉をまもるべき地域自治体を、医療切

り捨ての先兵にするのは許されません。強権的な

病床削減、患者追い出し強化は中止・撤回され、

必要な医療体制の維持・拡充を図ります。 

地域医療の実情に合わせた医療が重要です。しか

し、未来の地域実情を見据えた観点も考慮すべき

です。 

反対 反対 反対 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、

医療費適正化を図る

ことについて 

適正化の名のもとに、必要な医療が受けられなく

なることが危惧されます。 

給付費抑制を至上命題にして、診療報酬を操作し、

患者追い出しを促進し、中小医療機関の淘汰や病

床削減をすすめるやり方では、地域医療の立て直

しは図れません。都道府県・市町村に給付費削減

競争をさせる仕組みを撤廃すること、診療報酬を

抜本的に増額することが必要です。 

地域実情と合致しない政策です。 

反対 反対 賛成 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
市町村が主体となり、国・県がしっかりバックア

ップする方式がよいと考えます。 

安倍政権がすすめる国保の都道府県単位化には反

対です。国の責任による国保料・税の抜本的引き

下げを提案し、生活困窮者に対する保険証とりあ

げや機械的な滞納制裁をやめさせ、国庫負担増と

貧困打開による制度の再建など、抜本的改革をめ

ざします。 

但し、国庫補助が削減されないような手当てを講

じるべきです。 

その他 賛成 反対 問4

（1） 

乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）

とすることについて 
国民経済が許すかぎり、子どもに限らず、医療費

は無料であるべきと考えています。 

飯田市区選出の県議で乳幼児等の窓口無料化を長

野県でも実現しようという県議会議員はいませ

ん。私は、全国に広がっている子ども・障がい者

の医療費の窓口無料化を長野県でも実現できるよ

うに全力をつくします。子ども等の医療費現物給

付をおこなっている自治体の国保に対する、国庫

負担の減額調整のペナルティを止めるよう国に求

めます。 

子育て支援策と相反するものです。完全無料化が

必要です。 

その他 賛成 反対 問4

（2） 

福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃

止することについて 

同上 現在の長野県の制度では、１度受診すると病院で

500円の手数料を負担し、薬をもらえば、薬局でさ

らに500円負担させられる制度になっています。高

すぎる合計1000円の手数料を廃止し、安心して医

療にかかれるようにします。 

上記同様の意見です。 

賛成 賛成 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
予防医療は重要であり、予防接種への助成もでき

る限り拡充すべきと考えます。 

はしか・風疹対策を国の責任でワクチンを備蓄し

追加接種には公費助成を行う等、感染・流行を防

ぐ手立てをとります。おたふくかぜ・B型肝炎・ロ

タウイルスワクチンの定期接種化を進めます。 

全ての自治体が足並みをそろえて推進すべきであ

り、県の補助や支援等が必要です。 

その他 反対 反対 問6

（1） 

地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援

により公的サービス

を中心とすることに

ついて 

ご指摘の点に配慮しつつ、国や県の支援により、

様々な主体がそれぞれの特性を生かしてサービス

提供できるとよいと考えます。 

地域包括ケアの構想をかかげた医療・介護総合法

案は、国の社会保障費抑制のため医療や介護サー

ビスの対象を限定し、病気や介護施設をできる限

り使わせず、提供するサービスを安上がりなもの

に置きかえていく改悪法です。介護・福祉・医療

の拡充と連携を国の責任で推進するよう求めま

す。 

元来家族が見守ることが日本人としての美徳で

す。不足を補うための施策としてボランティアに

頼らずとも行政が実施すべきです。 

反対 反対 反対 問6

（2） 

要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

介護サービスの質と量の低下を招くおそれがあ

り、見直すべき。 

専門職が提供する介護とボランティア等支援は目

的性格役割が違い、切換は利用者の願いに背き福

祉の現場に混乱矛盾をもたらします。要支援者サ

ービスの移行を止めるよう国に求めるとともに、

多様な実施主体の本来の役割発揮を応援します。

介護保険制度の破綻を招きかねません。 

問7

（1） 

地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

・集落や町内会を維持、存続できるようなきめ細

かな支援策 

・農林業、建設業や地場産業など地域に密着した

分野の活性化・子育て世代への支援の拡充 

１、どこに住んでいても教育や医療などの必要な

行政サービスが受けられることが必要です。住民

サービスの集約化押し付けに反対し、身近なサー

ビスの充実、地域の再生をめざします。２、リフ

ォーム助成制度など地域経済の活性化・景気の底

上げとともに、農林業と中小企業を応援する市町

村の取り組みを県として応援します。３、地域の

衰退を加速させるアベノミクスときっぱり対決

し、雇用の充実、農業と林業の再生、モノづくり、

観光等長野県の力を発揮する地域の再生をめざし

ます。 

１全ての人が安心安全に暮らせるまちづくり  

2第一次産業の復興と活性化  

3地域偏在をなくし均一化された行政のあり方 

問7

（2） 

子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

「ひとり親世帯」やこれに準じる世帯への支援の

拡充。 

政府与党は、派遣労働をさらに拡大する労働者派

遣法改悪や、成長戦略の名で打ち出されている労

働法制の規制緩和、いつでも雇用できる仕組みづ

くり等を狙っています。 低賃金、全国どこでも

時給1000円以上への引き上げと労働法制改悪中止

を求めます。政府が貧困率の削減目標を設定し、

貧困解決の体制整備をするよう求めます。 

憲法の規定する全ての国民にすべからく人権があ

ることを前提として貧困格差の是正に取り組むべ

きです。 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

こんどのいっせい地方選挙の第一の争点は、暴走

する安倍政権にノーの審判を下すことです。「戦

争する国づくり」を許すわけにはいきません。第

二の争点は、自民党主導の県政から県民の暮らし

第一の県政に転換することです。私は、地方自治

体が、国の改悪から県民の命、くらしを守る防波

堤の役割を果たすよう全力をつくします。全国に

広がっている子どもの医療費の窓口無料化を、こ

んどは長野県で実現しましょう。 

地域です。地域偏在は是正し、特に災害時の緊急

搬送や救急体制を構築すべきです。救急へリポー

トの基地を反対する地方議員もいますが言語道断

です。全ての県民が安心、安全の医療を受けられ

る様に至急体制を構築すべきです。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（飯田市） 
  飯田市 飯田市 

  古田 芙士 小池  清 

賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョン

は地域の実情に応

じて医療機関及び

住民の声を反映さ

せることについて 

国の検討結果を踏まえ、医療需要の将来推計や病床機能報告

制度によって得られた情報等を十分に検討、活用し、目指す

べき病床数やその構成については、広範な関係者の合意形成

を図り慎重に策定されるべきである。 

医療需要の将来推計や病床機能報告制度によって得られた

情報等を十分に検討、活用し、目指すべき病床数やその構成

については、国の検討結果等を踏まえ、広範な関係者の合意

形成を図り、慎重に策定されるべきである。 

その他 反対 問2 都道府県ごとに医

療費支出目標を定

め、医療費適正化を

図ることについて 

計画的に推進する必要はある。しかし医療費に関しては県が

管理できる要素が限られているにも関わらず支出目標を定

めることにより責任を県が全て負うことになり、行政運営を

拘束されることのないよう、国は必要な措置を行うべきであ

る。 

医療費に関しては都道府県が管理できる要素が限られてい

るにも関わらず、支出目標を定めることにより責任を都道府

県が全て負うこととなり、行政運営を拘束されることのない

よう、国は必要な措置や指導を行うべきである。 

その他 反対 問3 市町村国保を都道

府県単位化するこ

とについて 
市町村からも移行を求める要請があり県単位での広域化は

必要と考える。国保は保険料負担が高く、広域化だけ行って

も本質的な解決にはならない。国の責任で財政支援を拡充す

るなど抜本的な解決を図るべき。 

本県では、小規模な保険者が多数存在し,財政が不安定化し

やすい状況であり、市町村からも都道府県への移行を求める

要請もある。しかし、国保は、被保険者の年齢構成が高く、

医療費水準が高い、あるいは保険料負担が高いという構造的

な問題があり、広域化だけを行っても本質的な解決にはなら

ないため、国の責任において国保に対する財政支援を拡充す

るなど抜本的な解決を図るべきである。 

 

その他 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を

窓口無料（現物給

付）とすることにつ

いて 

市町村に新たな財政負担が生ずることのないよう、市町村の

意向を十分に尊重しながら考えるべきだ。 

市町村は、国保の保険者であり、福祉医療の実施主体である

が、国保の国庫負担金の減額措置や健保組合などの付加給付

停止により、新たな財政負担が生じているところである。制

度の改善が必要と考える。 

反対 賛成 問4（2） 福祉医療費助成制

度で１レセプトあ

たり500円の負担金

を廃止することに

ついて 

500円の負担金を廃止した場合、約16億円の財政負担が見込

まれ、制度の持続を勘案すると廃止は困難だ。 

500円の受給者負担金を廃止した場合、約16億円の新たな財

政負担の増加が見込まれており、制度の改善が必要と考え

る。 

その他 賛成 問5 任意の予防接種費

用を県が助成する

ことについて 
国の検討状況を十分に注視した上で検討すべきだ。 任意の予防接種について、効果や副作用等を考慮しながら、

補助制度の創設等に関して、国の検討状況も十分に注視した

上で検討していく必要がある。 

 

その他 その他 問6（1） 地域包括ケアシス

テムは市町村格差

に配慮し、国や県の

支援により公的サ

ービスを中心とす

ることについて 

限られた財源や人材を有効に活用するためには自助互助の

取り組みも推進していく必要がある。 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県

が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構

築していくことが必要である。しかし、一方で高齢者人ロが

増加し、国民の医療や介護に対する需要も増加していくこと

が見込まれる中、限られた財源や人材を有効に活用していく

ためには、これまでの共助・公助型の制度運営だけではなく、

自助・互助の取組も制度の両輪として推進していく必要があ

る。 

賛成 その他 問6（2） 要支援者を介護給

付から市町村の総

合事業へ移行する

ことについて 

地域の実情に応じ介護サービスが柔軟かつ効率的に提供さ

れることを目指しており、地域で取り組んでいく必要があ

る。 

要支援者の通所や訪問介護の市町村事業への移行について

は、地域包括ケアシステムの構築に当たって、地域の実惰に

応じて、既存の事業者に加えてNPOや住民ボランティア等の

活用により、介護サービスが柔軟かつ効率的に提供されるこ

とを目指していることから、その影響を詳細に調査すると共

に地域間格差を生じさせることの無いようすべきである。 

問7（1） 地域創生の推進と

して重視すべき課

題 

人口減少や流出への対策、 

地域産業の活性化、 

子育て支援の充実 

・地域医療・福祉、教育を支えることのできる経済基盤確立

対策、・子ども・子育て支援策の拡充による少子化や人ロ流

出抑制への対策、・特色ある地域産業の活性化に向けた施策

の充実 

問7（2） 子どもの貧困対策

として重視すべき

こと 

子どもさんのいる低所得者層への支援の充実 ・貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成、・子供の成

長に沿った、切れ目のない施策等を実施、・官公民の連携に

よる、育成環境の整備 

 

問8 長野県の医療、介

護、福祉政策に関す

る自由意見 

厳しい財政状況の下にあっても将来に渡り社会保障制度の

継続性を確保していかなければならない。高齢化社会を迎え

高齢者の医療、福祉は重要です。高齢者が安心して暮らすこ

とのできるよう県市町村医療機関等関係団体が一緒になっ

て取り組むことが大切です。 

日本一の健康長寿県である長野県を維持していくためには、

医師、看護師、医療人材、介護人材の確保による、身近な地

域の医療の充実、介護予防の充実や、健康づくりの推進等の

施策を推進していく必要がある。将来に渡って社会保障制度

の継続性を確保していくための、財政的基盤の構築が必要で

ある。また、日本一の健康長寿県である長野県を維持してい

くためには、身近な地域の医療の充実、医療・介護人材の確

保、介護予防の充実や、健康づくりの推進等の施策を推進し

ていく必要がある。そのためには、医療機関等の関係団体と

県、市町村、県民が十分に意見交換や協議を行い、地域と共

に諸々の課題の解決に取り組む必要がある。 
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長野県議会議員選挙候補者アンケート結果（下伊那郡） 
  下伊那郡 下伊那郡 下伊那郡 

締切後4/5に回答 

  髙橋 岑俊 吉川 彰一 児島 博司 

賛成 賛成 賛成 問１ 地域医療ビジョンは

地域の実情に応じて

医療機関及び住民の

声を反映させること

について 

一括法の趣旨は、各地域に判断を任せるというこ

となので。 

国の検討結果等を踏まえ、医療需要の将来推計や

病床機能報告制度によって得られた情報等を十

分に検討活用し、目指すべき病床数やその構成に

ついては、広範な関係者の合意形成を図り、慎重

に策定されるべきである。 

医療の基本は人間の根源に係わる愛と献身の精

神が必要と考えます。私は現場第一主義です。直

接医療に携わっている、医師・看護士さんと住民

の皆様の意見をお聞きすることから始めるべき

と考えます。 

賛成 その他 その他 問2 都道府県ごとに医療

費支出目標を定め、医

療費適正化を図るこ

とについて 

無駄な医療費削減のため。 今後の高齢化社会の進行を踏まえ、医療費の適正

化を総合的且つ計画的に推進する必要があるが、

医療費に関しては都道府県が管理する要素が限

られているにもかかわらず、支出目標を定めるこ

とにより責任を都道府県が全て負担することと

なり、行政運営が拘束されることのないよう、国

は必要な措置や指導を行うべきである。 

医療の根源は愛と献身の精神です。生身の体です

のでいつ何時、病に冒されるか分かりません。適

正化とか効率化とか耳ざわりは良いのですが、は

たして、ふさわしい言葉なのでしょうか？ 

その他 その他 反対 問3 市町村国保を都道府

県単位化することに

ついて 
現状の負担が広域化によって軽くなったり、重く

なったりする市町村が存在する。無医村の増加を

助長する恐れもあり、動向や住民の意見を注視し

ていきたい。 

市町村国保は被保険者の年齢構成が高く、医療費

水準の高さ、保険料の高さ等構造的な問題があ

り、都道府県単位化だけを行っても本質的な解決

にならず、国の責任において国保に対する財政支

援を拡充するなど抜本的な解決を図るべきであ

る。 

市町村単位が良いと思う。 

その他 その他 賛成 問4（1） 乳幼児等医療費を窓

口無料（現物給付）と

することについて 
趣旨は賛成だが、自治体への財政負担の問題をク

リアする必要がある。 

市町村は国保の保険者であり、福祉医療の実施主

体であるが、国保の国庫負担金の減額措置や健保

組合などの付加給付停止により、新たな財政負担

が生じているところであり、市町村の意向を十分

尊重しながら考えていくべきである。 

当然です。 

反対 反対 賛成 問4（2） 福祉医療費助成制度

で１レセプトあたり

500円の負担金を廃止

することについて 

議論の経過があるので、それをふまえるべき。 500円の受給者負担金を廃止した場合、約16億円

の新たな財政負担の増加が見込まれており、制度

の持続可能性を勘案すると廃止は困難である。 

当然です。 

その他 その他 賛成 問5 任意の予防接種費用

を県が助成すること

について 
副作用の問題などについて検討しながら推進し

ていくべき。 

任意の予防接種については、効果や副作用を考慮

し、国として接種の促進に関する判断に至ってい

ないものであり、補助制度の創設等に関しては、

国の検討状況を十分に注視した上で検討してい

く必要がある。 

育児中のお母さんの負担は極力、減らすべき。 

賛成 その他 賛成 問6（1） 地域包括ケアシステ

ムは市町村格差に配

慮し、国や県の支援に

より公的サービスを

中心とすることにつ

いて 

市町村によっては過大な負担になる恐れがある

から。 

国民の医療や介護の需要の増加が見込まれる中、

限られた財源や人材を有効に活用していくため

には、これまでの共助・公助型の制度運営だけで

なく、自助・互助の取組も制度の両輪として推進

していく必要がある。 

その通りだと思う。 

その他 賛成 その他 問6（2） 要支援者を介護給付

から市町村の総合事

業へ移行することに

ついて 

動向を注視したい。 地域包括ケアシステムの構築に当って地域の実

情に応じて、介護サービスが柔軟かつ効率的に提

供されることを目指していることから、地域で取

り組んでいく必要がある。 

市町村格差が心配です。 

問7（1） 地域創生の推進とし

て重視すべき課題 

伝統芸能の維持保存、子どもたちへの郷土史の学

習機会を拡大、高齢者から若年者の人口の均等化

への取組み。 

人口減少や人口流出に対する対策、 

地域産業の活性化に向けた施策の推進、 

子ども子育て支援策の充実 

あらゆる産業基盤の底上げ→経済基盤の確立 

地域での特産物の掘り起こし→社会資本の充実 

育児中のお母さんへ助成の充実→人口増 

問7（2） 子どもの貧困対策と

して重視すべきこと 

親の貧困から子の貧困への負の連鎖を断ち切る

事が必要。具体的には、消費税の増税分で子ども

の貧困対策の枠を作り、学費や医療費のサポート

をする。 

貧困の世代間連鎖の解消 義務教育給食費の無料化 

就学未満児を預ける施設や職員の充実 

子供の居る家庭への助成金の増額 

母子父子家庭への助言とカウンセリング 

問8 長野県の医療、介護、

福祉政策に関する自

由意見 

長野県は男女ともに健康長寿日本一であり、その

誇りを今後も継続するよう願っております。医療

について個人的な思いとすると、産科もしくは産

科医の充実を強く願います。少子化対策の一丁目

一番地は安いお産がどこでもできるということ

だと思います。また、介護、高齢者福祉でいえば、

流れとすると在宅福祉が主流となりつつある中

で、以前として施設介護の要望が根強い。このギ

ャップをどう埋めるか、介護保険という費用負担

の問題も含めてもう少し深く考えてみたい。 

社会保障制度の維持継続は重要である。介護予

防、医療予防に県民一丸となって取り組み、健康

長寿長野県を誇りとしたい。 

私は現場主義ですので、各々の立場で現場で汗を

カキ働いている方々の意見をよく聞き、その意見

を集約し、行政へ反映させていけば良いと考えま

す。机上の空論ではダメです。 

介護者の不足については、外国人就労者にも門戸

を開放したら良いと思います。人口減少問題にも

貢献できます。 

 
 


