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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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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。 

 
 


