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講師の寺越博之氏 

 2015年４月１日現在の県内市町村の乳

幼児等医療費給付制度の実施状況を長

野県がまとめた。(表参照) 

 入院・外来ともに18歳到達後の３月31

日までの自治体は41町村と前年同様で

あり県内自治体数の53.2％となってい

る。また、入院・外来とも中学校卒ま

でとする自治体は35で坂城町が新たに

加わっている。このため入院・外来と

もに中学卒又は高校卒を対象とする市

町村は長野市を除く76市町村となっ

た。長野市でも４月から入院について

は中学卒業まで対象としたため入院に

ついては長野県の全市町村が最低でも

中学卒までを対象としている。 

 一方、県制度も入院については４月

から従来の小３年までを中学卒業まで

拡大している。なお、外来については

県制度は小学校就学前までであり、小

学生の外来の子ども医療費は市町村が

独自財源での賄っていることとなる。 

その他の動きとしては小諸市が食費負

担を廃止している。  

 長野協会も加盟して

いる福祉医療給付制度

の改善をすすめる会

（以下、すすめる会）

は5月16日に総会を開催

した。 

 まず、冒頭に会長 和

田浩先生からのメッ

セージが紹介され、

2014年度は福祉医療を

巡り大きな動きがあっ

たと指摘。例えば、県

議選にて自民党の候補

者が公約に医療費窓口

無料を掲げたこと、国

会でのペナルティの見

直しの議論があったこ

と、石川・岩手をはじ

めとした他県の動きも

活発化していることが

挙げた。そして、窓口

無料は、実情を知れば

幅広い人々が一致できる課題であると

し、「大きく声を広げ実現に向けた取

り組みを進めましょう。」と締めく

くった。 

 続いて石川県社保協の寺越博之氏を

迎え、「石川県における子ども医療費

窓口無料化実現の経過・特徴」と題し

た記念講演が行われた。子どもの医療

費について、今までは「償還払い方式

（一旦支払い、償還手続きをして払い

戻しを受ける方法）」をとる唯一の県

だった石川県。現物給付にしない理由

として石川県の谷本正憲知事は「現物

給付にすると医療費が増える」「窓口

でお金を払わないので医療費助成制度

のありがたさがわからなくなる」と拒

否してきた経緯がある。しかし、国民

健康保険の国庫負担の減額措置を受け

入れてでも現物給付を希望する市や町

が出てきたことで、石川県知事が

「（現物給付に向けて）具体的に検討

していく必要がある」という答弁を

行ったことで、現物給付化に向けて扉

が開かれたという。その結果、８市町

が既に現物給付化、あるいは今後現物

給付化を決めている。 

  県社保協、新しい県政をつくる県民

の会、新日本婦人の会は、共同してこ

の20年間、石川県に「子どもの医療費

 助成制度で

持ち合わせ

の心配がい

らない現物

給付化を」

と要望して

きた。しか

し、石川県

側は「現物

給付にする

と医療費が増え、県の負担も増える」

「現物給付を求める声や意見は県内の

市町や議会からあがってきていない」

として「現物給付化を求める県民の願

い」に背を向けてきた。 

 このような状況の中、石川県社

保協は県保険医協会と共同して各

地区医師会に協力要請し、地方議

会への請願を行い、同時に市長・

町長から県知事に意見をあげるよ

うに働きかけた。その結果、84％

の市町議会から「現物給付化する

ことを求める意見書」が県に届け

られた。このように多角的に働き

かけを行ったことにより現物給付

化が実現されたことが説明され

た。 

 この重要な成果の要因は「子ど

もは社会の宝」「子どものいのち

や健康が家庭環境によって左右さ

れてはいけない」という点で、行

政・議会・市民団体が一致したこ

とであると指摘した。 

 今後はこのつながりを強めつ

つ、石川県の制度として現物給付

化の実施を目指すこと、そして福祉医

療の対象の拡大と充実を求める運動を

広げていくと締めくくった。 

 記念講演会のあと、年次総会が開か

れた。湯浅事務局長より2014年度の活

動報告があり、県知事への要望署名活

動、県知事懇談、また２月県議会への

請願署名活動の取り組みなどが紹介さ

れた。本年度の活動は、窓口無料化を

求める切実な声を可視化させる活動の

展開ということで、医療費負担の重さ

や大変さを数字化するため医療費モニ

ター制度の確立を目指すことが提案さ

れた。また、各関係諸団体とともに運

動をすすめていくこと、新県議会の会

派・議員への個別懇談、市町村への働

きかけを強めていくことが

提案され、全会一致で議案

を承認した。 

 なお、役員選出では和田

会長が再任、すすめる会の

構成団体の保険医協会の鈴

木会長も副会長に再任され

た。 

 

すすめる会総会での講演会の様子 

 

 岩手県では、昨年12月の県議会で子

どもの医療費助成制度の現物給付化を

求める請願が全会一致の決議で採択さ

れた。これを受けて岩手県は未就学児

と妊産婦の医療費助成について「現物

給付方式」に移行する方針を決めた。

岩手県は長野県と同様に一旦窓口で通

常の負担金を支払い、後日還付される

自動給付方式をとっているが、2016年度

を目処に現物給付へ移行するための予

算を2015年度予算案に盛り込んだ。現物

給付に伴い各市町村国保への交付金の

減額措置は約１億円と推計されるが、

子育て支援や人口減少対策の一環とし

て市町村が足並みを揃え実施すること

を決めたとされている。  

 また、自動給付方式を採用する福井

県と三重県の両議会でも「窓口無料化

を求める」請願が採択された。福井県

議会の２月定例会で県医師会、県歯科

医師会、県薬剤師会が提出した「医療

費助成制度の改善に関する請願」を全

会派一致で採択した。 

 三重県議会は、三重県保険医協会が

提出し継続審議となっていた子どもの

医療費窓口無料化の請願が３月本会議

で採択された。最大会派の新政みえか

ら３人、第二会派の自民みらい５人、

公明党１人が紹介議員になった。 

 寺越氏の講演にもあったように、窓

口無料化実現は各関係諸団体と力を合

わせて運動をすすめていけば必ず実現

できるということが他県の動きからも

わかる。 

 長野県も他県の運動を参考に窓口無

料化の実現に向けて運動を強化してい

かなければならない。 

★医療・社会保障全般,時局での

論評や意見,学会報告,書評,趣味,

写真など幅広く原稿を募集中！★

原稿等は１面「題字」左の本紙発

行元まで各種通信手段で。掲載分

については図書カード ２千円分

を贈呈。 

 

 

入院 外来 市 町 村 計
食費
1/2助成

食費
助成あり

小学校
就学前

所得制限なし

小6まで 所得制限なし 1 1 長野市
上田市 飯田市 小諸市 松本市 岡谷市
伊那市 駒ヶ根市 大町市 須坂市 諏訪市
飯山市 塩尻市 千曲市 中野市 茅野市
佐久市 東御市 安曇野市 信濃町 下諏訪町
佐久穂町 軽井沢町 御代田町 泰阜村
富士見町 高森町 阿南町
王滝村 麻績村 山形村
朝日村 坂城町 木島平村
野沢温泉村飯綱町

小計 19 10 7 36
小海町 川上村 南相木村 山ノ内町 南牧村
北相木村 立科町 青木村
長和町 原村※ 辰野町 小布施町
箕輪町 飯島町 南箕輪村
中川村 宮田村 松川町 高山村
阿智村 平谷村 根羽村
下條村 売木村 天龍村 栄村
喬木村 豊丘村 大鹿村
木曽町 上松町 南木曽町
木祖村 大桑村 筑北村
池田町 生坂村 松川村
白馬村 小谷村 小川村

19 23 35 77 7 8
※食費：入院時食事療養費及び入院時生活療養費
※原村は受給者負担金なし
〔その他の市町村の受給者負担金〕
・300円/ﾚｾﾌﾟﾄ ：小海町、南牧村、南相木村、軽井沢町、長和町、富士見町、中川村、松川町、阿南町、阿智村、 平谷村、根羽村、
　　　　　　　　　下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、木曽町、南木曽町、木祖村、小布施町、栄村
・500円/ﾚｾﾌﾟﾄ ：上記以外

乳幼児等医療費給付事業の市町村実施状況 平成27年4月1日現在

62

該　当　市　町　村

（県制度と同じ）

（小学校就
学～食事
助成なし）

県健康福祉政策課資料より

合　　　　　　 計

（小学校就
学～食費助
成なし）

食費助成なし

所得制限なし 18 7 35

市 町 村 数対象年齢
所得制限

28 41

18歳到
達後の
3/31
まで

18歳到
達後の
3/31
まで

所得制限なし 13

10

中学校
卒業
まで

中学校
卒業
まで

 


