
長野市・上水内郡 長野市・上水内郡 長野市・上水内郡

望月　よしひさ 和田　明子 池田　清

反対 反対 反対

地域医療構想による病床数削減を県知事の
権限で行うことになれば、公的病院は従わ
ざるをえない。そのような強権的なやり方
では地域医療は守れないと思います。

反対 反対 反対

医師多数区域といえども充実している状況
ではないと思います。多数区域、少数区域
で偏在を解消ということでは根本の問題は
解決されない。

反対 反対 反対

その他 反対 その他

公平性の観点から統一は必要だが、法定外
繰入は顕の責任において実施すべき。

市町村は独自に国保世帯や地域の状況をふ
まえて保険料を決めてきたり、負担を軽減
する努力がされてきたことが統一化で壊さ
れかねません。ますます、払えない保険料
(税)になるおそれがあり、すすめるべきで
はないと思います。

統一の是非ではなく、県民負担の軽減方法
を論ずるべき。

賛成 賛成 賛成

保険証は命綱。高すぎる保険料のため滞納
せざるをえない最も困難がある世帯から保
険証をとりあげることは無くすべきです。

賛成 賛成 賛成

償還払いでは、医療の抑制、お金がなけれ
ば受診できない事態があり、障がい者・ひ
とり親家庭等の実態把握もしながら、こど
もと同様現物給付にすべきです。

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の有
効期限を３か月以上とし、
窓口留置期間は長くても２
週間とすることについて

問1
　(1)

地域医療構想の実現のため
に、公的病院等に対し県知
事の権限を行使して医療提
供体制を整備することにつ
いて

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の水
準を統一化することについ
て

問3
　(1)

障がい者、ひとり親家庭等
の福祉医療制度について窓
口無料（現物給付）とする
ことについて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数区
域における医師配置を統制
することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地域
別診療報酬を活用すること
について



反対 賛成 賛成

完全な無料にすると不要な受診が増え、結
果的に重症患者の待ち時間増加・感染症の
蔓延・財政状況の悪化につながる危険があ
るため。300円が妥当と考える。

最も困窮する子ども・子育て世帯の医療を
保障するために、完全無料化すべきです。

賛成 賛成 賛成

通院は未就学で県がすえおいているため、
市町村は独自の財源を支出して努力してい
るなかで、県内には中学卒・高校卒と対象
がバラバラな事態があります。もっと県が
対象拡大に努力すべきです。

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 その他

市町村を支援する意味でも県が実施する意
味は大きい。

予防接種そのものの是非を問う声もあるこ
とから、抜本的な検討が必要。

その他 賛成 賛成

県ではなく、国の政策・予算で実施すべ
き。

きめ細かい対応を求めたいと思います。

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自由
意見

国の方針をそのまま推進するだけでは地域
住民の健康や福祉は守れません。
子ども医療費の現物給付の実現まで、粘り
強い運動を重ねてきたように、今後も、国
はもちろん、県として独自にも拡大・充実
できるよう、皆さまと共にがんばりたいと
思います。

日本人の２人に１人が、がんにかかると当
たり前のように言われるようになった社会
には根本的な問題が潜在しています。未病
対策を充実させ、食を見直すよう促すとと
もに、農薬や食品添加物などの使用をEUに
準じた基準にすべきと考えています。

問3
　(5)

県として低所得の高齢者の
医療費助成制度を創設する
ことについて

問3
　(3)

県の基準として子ども医療
費の通院の対象を中学卒ま
でに拡大することについて

問3
　(4)

県として妊産婦の医療費助
成制度を創設することにつ
いて

問4 県として任意接種の費用助
成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後の
歯列矯正に対する費用補助
をすることについて

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金を
廃止して完全窓口無料化と
することについて



長野市・上水内郡 長野市・上水内郡 須坂市・上高井郡

埋橋　茂人 山口　典久 関野　芳秀

反対 反対

実際の医療需要に応じたものとすべき。 地域の実情を把握して行う必要がある中、
一定の権限は必要と考えます。「地域医療
構想」調整会議等の協議も必要かと。

その他 反対

行政の強権による配置はあってはならない
が、医療過疎地対策は必要です。

全国的な課題だと思いますが、国レベルで
の対策と県レベルでの対策が必要と考え
る。

反対 反対

地区別単価設定による医療費対策は枝葉末
節、姑息の限り。

診療報酬が引き下げられ医療サービスの低
下になることも懸念される。

賛成 反対

徴収基準を明確にし、応能負担と公平な制
度で、社会的扶養を行うことは、社会保険
の義務と存在価値と思っています。

国保制度の維持と安定的な財政運営が必要
と考える。

反対 賛成

保険料の減免措置の全自治体での実施など
本来の軽減処置の周知徹底で対応すべきと
思っています。しかし、子供のいる世帯に
合わせて、有効期限は６カ月で統一したら
いかがか。窓口留置より訪問して相談にの
るのが本筋ではないでしょうか。

他の納税者との公平性や世帯状況も異なる
ため、保険者の判断だと思う。

賛成 賛成

先行して行うべきもの。 制度の維持や（安易な受診を防ぐ）医療費
適正化の目的から必要と考える。

その他 賛成

原則として賛成。できうる限り早期実現で
きれば…。

制度の維持や（安易な受診を防ぐ）医療費
適正化の目的から必要と考える。

問1
　(1)

地域医療構想の実現のため
に、公的病院等に対し県知
事の権限を行使して医療提
供体制を整備することにつ
いて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数区
域における医師配置を統制
することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地域
別診療報酬を活用すること
について

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の水
準を統一化することについ
て

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の有
効期限を３か月以上とし、
窓口留置期間は長くても２
週間とすることについて

問3
　(1)

障がい者、ひとり親家庭等
の福祉医療制度について窓
口無料（現物給付）とする
ことについて

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金を
廃止して完全窓口無料化と
することについて



賛成 賛成

市町村においては、負担軽減のため拡大は
必要と考える。

賛成 賛成

安心して母親となるために必要だと思いま
す。

財源確保を考えた時に、少し難しいと考え
る。

賛成 賛成

必要です。本来国が行うべき課題です。 制度の中で保険料の軽減策や所得に応じた
負担限度額が定められていると思うので検
討すべき。

その他 賛成

国の保健衛生事業として組み立てるべきで
す。対象とすべきは、科学的知見により決
定(そうとしかいえない。)。

国において公費による接種を検討中と聞い
ている。動向注視をしていきたい。

その他 賛成

精検費用？治療費用？
成長発育阻害要因であれば保険治療対象と
すべきでは？素人には良く解りません。

要望や意見等、お聞きしたことがなく、も
う少し現状の把握が必要かと思う。

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自由
意見

今回のアンケートに対して積極的に反対さ
れる方は少ないのではと思います。しかし
結局は費用と予算の兼ね合いの問題となっ
てしまいます。絶対に必要→必要→余裕が
あれば行う。に。要は国の姿勢が重要であ
ることは論をまちません。

中学卒までの医療費の現物給付化は、長年
否定的だった県を動かした世論と運動の成
果です。しかし、県の助成対象は拡大され
ず、市町村は財政的負担だけ負わされたこ
とになり、長野市などは県の助成拡大を強
く求めています。
介護の問題でも特別養護老人ホームの整備
など必要なサービスを提供していく目標や
方針が不明確で、やれるだけやるみたいな
計画といわざるをえません。
県の施策も、全体として利用者県民の目線
や立場が弱いと感じています。

長野県は、医師偏在問題で「医師少数県」
と思う。地理的条件や産科、小児科医師不
足など考える中、将来にわたり安心して医
療が受けられる体制が重要だと考える。
介護・福祉も人材確保に取り組んでいくべ
きであり、合わせて、職員の待遇改善や人
材不足を補うため、ITなどの活用もこれか
らは必要と考える。

問3
　(3)

県の基準として子ども医療
費の通院の対象を中学卒ま
でに拡大することについて

問3
　(4)

県として妊産婦の医療費助
成制度を創設することにつ
いて

問3
　(5)

県として低所得の高齢者の
医療費助成制度を創設する
ことについて

問4 県として任意接種の費用助
成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後の
歯列矯正に対する費用補助
をすることについて



松本市・東筑摩郡 松本市・東筑摩郡 小諸市

両角 友成 中川　ひろじ 山岸　喜昭

反対 反対 賛成

反対 反対 賛成

反対 反対 賛成

医療費の適正化という名の医療費抑制
策になりかねないから。

反対 その他 賛成

統一への是非ではなく、県民負担の軽
減方法を論ずるべき。

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 賛成

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金
を廃止して完全窓口無料
化とすることについて

問3
　(3)

県の基準として子ども医
療費の通院の対象を中学
卒までに拡大することに
ついて問3

　(4)
県として妊産婦の医療費
助成制度を創設すること
について

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の
水準を統一化することに
ついて

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の
有効期限を３か月以上と
し、窓口留置期間は長く
ても２週間とすることに問3

　(1)
障がい者、ひとり親家庭
等の福祉医療制度につい
て窓口無料（現物給付）
とすることについて

問1
　(1)

地域医療構想の実現のた
めに、公的病院等に対し
県知事の権限を行使して
医療提供体制を整備する
ことについて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数
区域における医師配置を
統制することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地
域別診療報酬を活用する
ことについて



賛成 賛成 賛成

賛成 その他 賛成

予防接種そのものの是非を問う声もあ
ることから、抜本的な検討が必要。

賛成 賛成 賛成

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自
由意見

長野県は全国に誇れる「健康長寿
県」です。これは地域の開業医・病
院と地域住民の連携によって築かれ
たものです。しかし、これらの住民
主体型の取り組みが、歴代の自公政
権による医療・介護制度等社会保障
全般の総改悪によって、重大な危機
を迎えています。上からの国家主義
的な地域医療・介護の再編成攻撃に
立ちむかう地域住民と医療・介護関
係者、地方自治体が一体なって、そ
の地域の特徴を生かした取り組みが
大切と考えます。

日本人の２人に１人ががんにかかると
いわれている昨今ですが、東京電力福
島第一原子力発電所の爆発による放射
性物質の環境への拡散、多くの食品添
加物の利用、農薬の散布、いずれも持
続可能な地球環境への負荷の増大につ
ながると考えます。未来社会へのどの
様な信州をつなげることができるのか
共に県民のみなさんと考えて参りま
す。

地域別に格差がみられるが、先進的に進
めている。

問3
　(5)

県として低所得の高齢者
の医療費助成制度を創設
することについて

問4 県として任意接種の費用
助成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後
の歯列矯正に対する費用
補助をすることについて



飯田市・下伊那郡 飯田市・下伊那郡 飯田市・下伊那郡

古田　芙士 吉川　彰一 熊谷　元尋

賛成 その他 その他

県民皆平等の医療がうけられるよ
う。

知事権限でも実質は医師会や大学病院
の意向や判断によるもの。

病床数の削減を目指すのではなく、関係
者の間でしっかり話し合い、しっかりし
た医療や介護の体制が構築されるべきと
考えます。

その他 反対 その他

一概にすべきでない。 不足している地域への再配置は必要と考
えますが、機械的に算出し統制すること
で医療の質が落ちることがないよう地域
の実情を十分調査するべきと考えます。

賛成 賛成 反対

賛成 反対 賛成

賛成 賛成 その他

滞納が増える心配があるのではないで
しょうか。

賛成 賛成 賛成

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の
水準を統一化することに
ついて

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の
有効期限を３か月以上と
し、窓口留置期間は長く
ても２週間とすることに
ついて

問3
　(1)

障がい者、ひとり親家庭
等の福祉医療制度につい
て窓口無料（現物給付）
とすることについて

問1
　(1)

地域医療構想の実現のた
めに、公的病院等に対し
県知事の権限を行使して
医療提供体制を整備する
ことについて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数
区域における医師配置を
統制することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地
域別診療報酬を活用する
ことについて



反対 その他 賛成

再三の議論の積み重ねがあり、それを
踏まえて。

賛成 賛成 賛成

賛成 賛成 賛成

少子化を少しでも改善するため。

その他 その他 賛成

1割にすべきだ。 必要であると思うが、識者の議論を踏
まえて。

反対 賛成 その他

予防接種の副反応の有無などと共に本当
に必要な予防接種は何なのか検討が必要
だと思います。

反対 賛成 その他

医療費控除の拡充や保険適用を求めるこ
とも大切ではないでしょうか。

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自
由意見

健康長寿No.1を目指して頑張ってく
ださい。

幼少、学齢期の子どもに対する施策は
手厚く、高齢者に対する施策は慎重に
行うように考えています。

各市町村は地域住民が安心して生活でき
るよう努力しています。市町村がやれる
こと、県がやれること、国がやれること
を関係者で話し合い、安定した制度をつ
くることが大切と考えます。

問3
　(5)

県として低所得の高齢者
の医療費助成制度を創設
することについて

問4 県として任意接種の費用
助成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後
の歯列矯正に対する費用
補助をすることについて

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金
を廃止して完全窓口無料
化とすることについて

問3
　(3)

県の基準として子ども医
療費の通院の対象を中学
卒までに拡大することに
ついて

問3
　(4)

県として妊産婦の医療費
助成制度を創設すること
について



飯田市・下伊那郡 伊那市 伊那市

水野　力夫 酒井　茂 橋本　明典

反対 反対 賛成

県が策定した地域医療構想自体の病床目標が、地
域の医療事情を考慮していない削減ありきの目標
です。従って、この目標に対する公的病院への知
事権限を強化すれば、病床削減に流れることは目
に見えています。地域医療のために権限の強化を
すべきではありません。

地域の実情を反映すべき 上伊那でも、昭和伊南病院、辰野病院は医師不
足は深刻。県で医師を採用するなどして派遣す
るなどに取り組みたい。

反対 賛成 反対

世界標準と比較しても極端に不足する日本の医師
数と医師の労働実態を放置しながら、医師偏在問
題にたいして統制を強化する考え自体が間違いで
はないでしょうか。医師養成数を増やし、都会へ
の医師集中を助長している医師養成制度（後期研
修制度）を改める中で、医師の偏在を緩和する方
策を取るべきです。

今でも、上伊那は県内でも2番目に医師数が少な
い。そのため諏訪や飯田・下伊那・松本・塩尻
へ患者さんは行っている。ベッド数を減らす計
画には反対。

反対 賛成 反対

本来約20年間削減が続いている診療報酬を抜本的
に引き上げる方針に転換することが必要です。そ
の事によって、地域の医療を守っている診療所・
中小規模の地域病院の経営と医療内容、更に職員
の賃金を改善します。増え続ける高齢者医療を支
える地域の医療供給体制を整備することが何より
も重要です。診療報酬に特例を設けることでは、
医療の地域間格差を助長しかねません。

奈良県が導入を検討しているようであるが、今
でも赤字になっている中小病院の経営を悪化さ
せるため。

反対 反対 反対

保険料統一化で保険料が上がるため、一層保険料
滞納が増える可能性があります。国民健康保険の
運用は、これまで市町村等が自らの自治体の個別
事情を考慮しながら運用してきたことをこれから
も配慮する必要があると考えます。

地域によって医療機関が少ない地域もあり、保
険料統一はよくない。法定外繰入を市町村が減
らせば、保険料はさらに高くなる。

反対 反対 賛成

本来、「短期保険証」はあってはならないもので
す。ルール化が必要であれば、「対象者全員へ条
件なしで公布する」ことを目指す方向で検討する
必要があります。

国保は社会保障である。無保険は医療にますま
すかかりにくくなる。

賛成 賛成 賛成

償還払いにしておく理由がない。 これまでも県教組の役員として子どもの窓口無
料に取り組んできた。

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の
水準を統一化することに
ついて

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の
有効期限を３か月以上と
し、窓口留置期間は長く
ても２週間とすることに
ついて

問3
　(1)

障がい者、ひとり親家庭
等の福祉医療制度につい
て窓口無料（現物給付）
とすることについて

問1
　(1)

地域医療構想の実現のた
めに、公的病院等に対し
県知事の権限を行使して
医療提供体制を整備する
ことについて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数
区域における医師配置を
統制することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地
域別診療報酬を活用する
ことについて



賛成 反対 賛成

500円が払えないご家庭が実際あり、その事が受診
抑制を助長するため。

500円の負担が大変という家庭もある。

賛成 賛成 賛成

当然です。飯田下伊那全自治体を始め、県内の多
くの自治体が実施しています。

市町村の負担も大きい。

賛成 賛成 賛成

少子化に対する施策として必要であり、ヨーロッ
パ諸国と比較しても日本の助成制度が遅れていま
す。

若い世代が安心して子どもを生むことができる
ように必要。

賛成 賛成 賛成

もっとも医療需要が高い高齢者が受診抑制になら
ないように、年金制度が貧弱な日本の高齢者にお
いて支援・助成制度が必要と考えます。

所得の少ない世帯への助成制度が必要。

賛成 賛成 賛成

費用助成を行うことは当然と考えます。

賛成 その他 賛成

長年行われてきている歯科診療報酬削減により、
多くの歯科診療が自由診療・自己負担が当然のよ
うになっています。本来保険診療とすべきです。

どの程度まで補助するかにより判断が異なる 子どもの歯ならびやかみあわせは、本人の将来
の健康に影響するため。

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自
由意見

　子ども、障がい者の医療費完全無料化は貧困と
格差を是正し、飯伊地域をはじめ、県内の自治体
が子育て支援として完全無料化に足を踏み出し始
めています。県の制度として早期の実現を目指し
ます。
　国の社会保障削減政策によって、地域の医療・
介護の体制が崩れることのないよう、県に現状を
把握させます。
　また、18歳から介護福祉士の育成にむけて介護
の現場で働きながら学べる奨学金制度の創設をめ
ざします。

・医師だけでなく、看護師や介護職員も不足を
している。将来、高齢者が増えていくので、そ
れを支えるためには、診療報酬や介護報酬の引
き上げが必要。報酬を上げれば、各保険者の負
担も増えてしまう。そのため、国や県が負担す
る割合の引き上げが必要。
・認知症のグループホームについて、県独自の
減免制度を創設するべき。

問3
　(5)

県として低所得の高齢者
の医療費助成制度を創設
することについて

問4 県として任意接種の費用
助成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後
の歯列矯正に対する費用
補助をすることについて

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金
を廃止して完全窓口無料
化とすることについて

問3
　(3)

県の基準として子ども医
療費の通院の対象を中学
卒までに拡大することに
ついて

問3
　(4)

県として妊産婦の医療費
助成制度を創設すること
について



佐久市・北佐久郡 佐久市・北佐久郡 大町市

花岡　賢一 大井　岳夫 諏訪　光昭

賛成 賛成

現状の医療体制を維持する為 本来、医療サービスは、県内のどこに住んでいて
も、等しく受けられるべきものである。例えば、
過疎地域のうち、木曽地域には県立病院がある
が、大北地域には市立病院しかない。現在の市立
病院を県立病院にすることは困難であるが、少な
くとも県知事の権限で、公的病院に支援していく
ことは必要と考える。

その他 反対 反対

状況に因って対応しなければならな
い案件

医師配置の統制は、憲法で保障された経済的自由
権を侵害する恐れがあると考える。

賛成 反対

幅広く対応できるのであれば良いと
考える

地域別診療報酬の活用は、県内において等しく受
けるべき医療サービスに不公平を生じる恐れがあ
ると考える。

賛成 賛成 賛成

県内の国民健康保険の被保険者の負担の公平を図
るために、市町村国保の保険料統一化は必要と考
える。

反対 賛成 その他

公平性に欠ける点が予想される 国民健康保険の被保険者の状況はもとより、市町
村国保運営の状況等を十分に踏まえた上で、発行
ルール化を検討すべきものと考える。

その他 賛成 その他

一律でなく個別に考案すべき 福祉医療は、障がい者やひとり親家庭等の方々も
安心して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
たいして働きかけを実施している。

問1
　(1)

地域医療構想の実現のた
めに、公的病院等に対し
県知事の権限を行使して
医療提供体制を整備する
ことについて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数
区域における医師配置を
統制することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地
域別診療報酬を活用する
ことについて

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の
水準を統一化することに
ついて

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の
有効期限を３か月以上と
し、窓口留置期間は長く
ても２週間とすることに
ついて

問3
　(1)

障がい者、ひとり親家庭
等の福祉医療制度につい
て窓口無料（現物給付）
とすることについて



賛成 反対 反対

予防に努める意欲の減退につながる恐
れがあるため、一定の負担は必要と考
えます。

制度維持のため、当面は受益者負担金が必要と考
える。

賛成 賛成 賛成

時代に求められた施策と考える 県内の子どもたちが公平な負担で医療サービスを
受けるためには、県の対象範囲を拡大することは
必要と考える。

賛成 賛成 その他

政に携わる全ての人が対策すべき事 少子化対策として本制度を創設するのであれば、
長野県ではなく、国が責任をもって行うべきもの
と考える。

その他 賛成 その他

財源の状況を考慮して行うべき 長野県では様々な高齢者福祉を行っており、高齢
者の医療費助成制度の創設に関しては、県の高齢
者福祉制度全般の中で、総合的に検討することが
必要と考える。

賛成・その他 賛成 その他

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
る。

賛成 賛成 その他

学童期の対応の重要性を考えても 歯列矯正に対する費用補助は、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
のと考える。

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自
由意見

長野モデルと言われる医療体形を全
国的に考察すべきと考えるが、地域
性が必ず出て来るので財源の観点も
含めて進めていくべき。

健康診断の受診率を上げる等、更に予
防医療を推進すべきと考えます。

長野県の医療、介護、福祉、保健政策には、それ
ぞれ様々な問題や課題があり、それを一つ一つ着
実に解決していくことが必要。
現時点の私の重大な関心事は、経営が悪化してい
る市立大町総合病院の経営改善である。大北地域
の住民が安心して医療サービスを受けることがで
きるようにするため、県としてできる支援をしっ
かりと行っていきたいと考えている。

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金
を廃止して完全窓口無料
化とすることについて

問3
　(3)

県の基準として子ども医
療費の通院の対象を中学
卒までに拡大することに
ついて

問3
　(4)

県として妊産婦の医療費
助成制度を創設すること
について

問3
　(5)

県として低所得の高齢者
の医療費助成制度を創設
することについて

問4 県として任意接種の費用
助成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後
の歯列矯正に対する費用
補助をすることについて



岡谷市・下諏訪町 上伊那郡

毛利　栄子 山崎　たけし

反対 反対

知事権限による一刀両断は、地域の協
調体制を破壊する恐れがある。すべて
のステークホルダーによる合意形成が
大切。

反対 反対

医師偏在は是正しなければならないが
統制でうまく行くとは思わない。

反対 反対

地域格差を助長させることにつなが
る。

反対 反対

統一化により、保険料が現状より高い
水準になる恐れがある。

反対 その他

短期保険証は発行すべきではない。滞
納者の制裁的対応ではなく生活再建と
いう姿勢で行政には対応を願う。

賛成 賛成

特に障がい者で重度心身・医療ケアが
必要な方にとっては、医療費の一旦払
う制度は非常に大きな負担。

賛成 賛成

一刻も早く実現すべき。

賛成 賛成

是非とも実現すべき。

問1
　(1)

地域医療構想の実現のた
めに、公的病院等に対し
県知事の権限を行使して
医療提供体制を整備する
ことについて

問1
　(2)

医師確保計画で医師多数
区域における医師配置を
統制することについて

問1
　(3)

医療費適正化のために地
域別診療報酬を活用する
ことについて

問2
　(1)

国民健康保険の保険料の
水準を統一化することに
ついて

問2
　(2)

国保の短期被保険者証の
有効期限を３か月以上と
し、窓口留置期間は長く
ても２週間とすることに
ついて

問3
　(1)

障がい者、ひとり親家庭
等の福祉医療制度につい
て窓口無料（現物給付）
とすることについて

問3
　(2)

福祉医療の受給者負担金
を廃止して完全窓口無料
化とすることについて

問3
　(3)

県の基準として子ども医
療費の通院の対象を中学
卒までに拡大することに
ついて



賛成 賛成

是非実現すべき。

賛成 賛成

特に国民年金の方は、医療費や薬代を
払うことで、生活保護基準以下の生活
となる場合もあり、低所得者への手立
ては必要。

賛成 賛成

是非実現すべき。

賛成 賛成

必要な支援だと思います。

問6 長野県の医療、介護、福
祉、保健政策に関する自
由意見

長野県の民生費は全国36位。その一
方で土木費は全国9位。税金の使い方
改め、医療・介護・福祉・教育にき
ちんと回すことが必要であるし、そ
の財源はさらに、自由に使える基
金、570億円があります。子ども医療
費窓口無料化は長年の住民運動の力
で中学卒業まで実現できた。完全無
料と福祉医療全体に窓口無料をすす
めることが必要。全国より10年高齢
化がすすんでいる県として、地域包
括ケア体制の本気の取組みが不可欠
です。

医療・介護・福祉は県民が地域で安心
して暮らしていくうえで、なくてはな
らないものです。県下10の医療圏で実
情は異なりますが、病床数、医師数、
看護師数などの医療資源は全国水準か
らみて不足しています。上伊那や木曽
では特に不足しています。地域に必要
な医療・介護・福祉資源を、住民、行
政、サービス提供者などすべての関係
者で合議していくことが大切と考えま
す。上からの統制で地域が守られてい
くとは思えません。

問3
　(4)

県として妊産婦の医療費
助成制度を創設すること
について

問3
　(5)

県として低所得の高齢者
の医療費助成制度を創設
することについて

問4 県として任意接種の費用
助成を行うことについて

問5 県として学校歯科健診後
の歯列矯正に対する費用
補助をすることについて


