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①高齢者中心の社会
保障制度を教育無償
化や高等教育の負担
軽減など「全世代型」
に変え、消費税の増税
分を全額これにあてる
ことについて…

・その他…（支える側と支えられる
側のリバランスなどを通じて、年金
をはじめ人生100年時代に相応し
い、社会保障制度を構築しま
す。）

・その他…（消費税率の引き上げ
は凍結します。税収は社会保障の
4つの柱（年金・医療・介護・子育
て支援）に使います。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（消費税は、低所得者
ほど負担割合が高くなる最悪の不
公平税制です。安倍政権は社会
保障を悪化させてきました。国民
の暮らしを支える政策の財源を低
所得者ほど負担が大きい消費税
で賄うことには反対です。安倍政
権はこの間大企業の減税をすす
めてきましたが、教育の負担軽減
は、大儲けしている大企業へ優遇
税廃止や富裕層の応分の負担を
求める税制改革で行うべきで
す。）

・反　対…（国の財政がひっ迫し
ている状況下で、「全世代型社会
保障」と称して教育の無償化を行
うことに合理性を見出すことはでき
ません。教育無償化は、消費増税
による増収分があてられるというこ
とが前提になっているとされてい
ますが、消費増税を行い、経済が
上向かない状況が続くようであれ
ば若者の将来不安は払しょくされ
ず、少子化の波はますます深刻
化しかねません。こうした増税・バ
ラマキ策を実行することは、断じて
容認できません。）

※期日までに回答未着

②医療費を消費税課
税にあらため、ゼロ税
率を導入することにつ
いて…

・その他…（平成31年度税制改正
大綱において、診療報酬の配点
方法を精緻化することにより、消
費税に対応することとしていま
す。）

・その他…（医療機関における控
除対象外消費税問題を解消する
ため、診療報酬の補填を維持した
上で、新たな税制上の措置を早
期に講じます。）

※期日までに回答未着 ・賛　成…（医業品・材料等費用
にかかる消費税は、診療報酬で
補填される仕組みになっています
が、実際には補填不足で医療機
関の経営を圧迫しています。当
面、個々の医療機関が過不足を
申告できる仕組みを急いで作り、
更に、保険診療に関わる医業品・
材料等の仕入れにかかった消費
税は還付されるような医療費「ゼロ
税率」を導入します。）

・その他…（税制はシンプルで簡
素なものであるべきと考えている
ため、ゼロ税率を導入することに
ついて積極的には賛成しかねま
すが、仮に今後、消費税率が一
方的に引き上げられていくにもか
かわらず、医療の保険診療が非
課税のままなら、医療機関の経営
悪化を招きかねないことから、ゼロ
税率導入等は検討の余地がある
とも考えます。ただし、基本的には
小さな政府の実現を通じて、消費
税そのものを低減、将来的に廃止
していくべきと考えます。）

※期日までに回答未着

・その他…（後期高齢者の窓口負
担の在り方については、高齢者の
生活に直接影響を与える重要な
テーマであり、生活状況をはじめ
とする高齢者を取り巻く環境、高
齢者医療費の動向や特性、現在
の制度の状況等を踏まえ、世代間
の公平性や制度の持続可能性の
観点から、高齢者の方々の生活
や負担へのきめ細かな配慮を行
いつつ、丁寧な検討が必要で
す。）※「新経済・財政再生計画
改革工程表2018」（平成30年12
月20日、経済財政諮問会議決
定）においては、「世代間の公平
性や制度の持続性確保の観点か
ら、後期高齢者の窓口負担の在り
方について、団塊世代が後期高
齢者入りするまでに、早期に改革
が具体化されるよう関係審議会等
において検討」することとされてい
ます。外来受診時定額負担につ
いては、引き続き関係者の意見を
ききながら検討を深めてまいりま
す。

・反　対…（被用者保険からの大
幅な拠出金が課題となっている高
齢者医療制度については、抜本
的な改革を行います。低年金・低
所得者が、経済的理由により受診
等を控えることがないようにすべき
と考えます。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（「経済・財政再生計画
改革工程表」は、社会保障費の
削減計画の着実な実行と早期実
現を迫る内容です。安倍政権は
社会保障費の伸びが「財政健全
化を妨げていると決めつけていま
すが、社会保障費「自然増」は人
口の高齢化や医療技術の進歩な
どによって、一定の増加が避けら
れない費用で社会保障本体の役
割を事実状無視した議論です。
「財政健全化」というのなら内部留
保を増やしている大企業の優遇
減税をやめるべきです。）

・その他…（わが国は、少子高齢
化に端を発する人口の構造的問
題に直面しています。社会保障制
度の抜本的な見直しを図るべきで
あり、実際に見直し策に着手でき
ないようであれば、75歳以上の窓
口負担2割化など患者に負担増
が強いられることもやむを得ないと
考えます。また、「生涯現役社会」
の到来に向け、予防医療など高
齢者の健康増進策を行うことで、
医療費の抑制にもつながりうると
考えます。）

※期日までに回答未着

・反　対…（全ての国民が今後も
安心して必要な医療を受けられる
よう、国民皆保険を堅持し、医療
保険制度を持続可能なものにして
いくことは大変重要な課題と認識
しています。今後も、必要な医療
は保険診療で行うこととし、我が
国が世界に誇る国民皆保険を
しっかりと、次の世代に引き渡して
まいります。）

・その他…（国民皆保険制度の維
持を基本に、慎重な検討が必要
だと考えます。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（日本は保険診療の仕
組みがあるからこそ、所得の違い
に関係なく国民誰もが平等に、安
全で必要な医療を、比較的軽い
費用負担で受けることが保障され
ています。誰もが安心して必要な
医療が受けられる平等の原則を
根底から覆す「混合診療」の拡大
と全面解禁には反対です。）

・賛　成…（混合診療を解禁し、高
度で多様な医療サービスを提供し
やすい環境を整備すべきと思いま
す。）

※期日までに回答未着

・反　対…（非営利の原則を維持
し、医療法人等による運営を基本
とすべきです。）

・その他…（国民皆保険制度の維
持を基本に、慎重な検討が必要
だと考えます。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（日本が「営利企業の
参入」を厳しく禁止しているのは、
医療機関が金もうけ優先に走ら
ず、「安心・安全」の医療を平等に
提供する「皆保険」の理念にもと
づいているからです。営利企業が
医業参入することで、”もうけにな
らない患者”を排除する医療がま
かりとおる社会になってしまいま
す。）

・賛　成…（医療分野にマネジメン
トや市場原理を取り入れ、利用者
のニーズに即したサービスを提供
できる環境整備を進めるべきと考
えます。病院経営への株式会社
の参入を認めるとともに、医師・歯
科医師以外の医療法人理事長へ
の就任を容易にすることなどを含
めて、医療分野の規制緩和を推
進すべきです。）

※期日までに回答未着
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・その他…（医療情報は機微性が
高いものと認識しており、慎重に
利用拡大について検討が必要で
す。）

・賛　成…（個人情報保護の徹底
と、支援が必要な国民に必要な
支援（給付）が適切に届く社会保
障制度の確立を前提に進めま
す。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（マイナンバーはもともと
財界が国民の税・社会保障情報
を一元的に管理するために求め
たものです。その目的は、各人が
納めた税・保険料を受けた給付を
比較し、社会保障をそれぞれが納
めた税・保険料に相当する対価と
する仕組み＝自己責任の制度に
後退させ、国の財政負担と大企
業の税・保険料負担を削減するの
が狙いです。また、すでにおこ
なっているアメリカでは個人情報
の大量流出・不正使用が大問題
になっています。）

・反　対…（マイナンバーの適用
範囲の拡大は、医療情報に留まら
ず、個人の所得や資産、趣味嗜
好に至るまで、あらゆる個人情報
を国が把握・管理する監視社会に
つながることを懸念するとともに、
一元化された情報が漏洩された
時の被害が甚大なものになる可
能性を懸念します。こうしたことか
ら、マイナンバー制度は見直すべ
きと考えます。）

※期日までに回答未着

・その他…（現在診療報酬につい
ては、2年に1度改定を行っており
ます。厳しい財政状況の中、適正
化・効率化すべきことは実施しつ
つ、質が高く効率的な医療提供
体制を構築してまいります。）

・賛　成…（医慮と介護の需要が
増加する中、地域医療を支える観
点から診療報酬の適正な改正を
進めます。誰もが必要な医療を受
けられるようにするため、今後も医
療の技術や医学管理を評価する
観点から、引き続き、診療報酬の
引き上げ取り組み、医療の質の改
善や効率化を進めていきます。）

※期日までに回答未着 ・賛　成…（安倍政権が行った診
療報酬改定は、医師や看護師を
高度急性期に重点配置し、入院
患者の”追い出し”を誘導しなが
ら、高齢者・障害者・難病患者な
ど慢性疾患の患者を”在宅・介
護”に移すものです。その結果、
中小病院・診療所・療養病床等は
大幅な減収になり、経営困難に直
面しています。診療報酬を2000年
代の改悪前の水準に戻し、安心・
安全の医療を実現し、医療従事
者の待遇を改善して地域医療全
体の底上げを図ります。）

・その他…（現行制度の下では、
適正な診療報酬の水準は、関係
各位の意見を受け止めつつ、そ
の都度設定されるべきものだと思
います。ただ、将来的には、医療
機関の適切な情報開示制度の整
備を前提としながら、診療報酬を
一定程度自由化することにより、
医療の効率化と多様な医療ニー
ズへの対応が可能になることが望
ましいと考えます。）

※期日までに回答未着

・その他…（国民健康保険の財政
を安定的に運営すべく、法定外繰
入れの計画的・段階的な削減・解
消を促していきます。）

・その他…（医療保険制度全体の
安定的な運営、保険者間の負担
の公平化のために、国民健康保
険の都道府県単位化など医療保
険の一元的運用は必要と考えま
す。低所得者層に対しては、経済
的理由から受診を控えることのな
いよう支援策を検討すべきと考え
ます。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（「収入の15～20％もの
国保料は払えない」との悲鳴が広
がり、全道で国保世帯の12％、約
10万世帯が滞納に追い込まれて
いるのに、国保「都道府県化」が
始まった2018年度に、北海道で
保険料軽減を目的とした法定外
繰入れを廃止、減額した市町村
が66にのぼりました。国の抑制方
針はやめさせ、更に全国知事会も
求めている公費1兆円の投入で、
市町村の法定外繰入れなしでも、
サラリーマン並みの保険料に引き
下げます。）

・その他…（国の財政事情を考え
ると、一般会計からの法定外繰り
入れ抑制はやむを得ないと考えま
す。国民健康保険の加入者には
高齢者や低所得者が多く、医療
保険財政が厳しい状況に陥って
いるのは、構造上の問題でもある
と認識しています。医療費を軽減
させるための方策として高齢者の
健康維持・促進を図るほか、生涯
現役社会を推進させることにより、
保険料率の引き上げや、税負担
の増額を避けるべきと考えます。）

※期日までに回答未着

・その他…（医療保険の適切な運
営に資するよう、慎重に判断して
いきます）

・その他…（医療と介護の需要が
増加する中、地域医療を支える観
点から診療報酬の適正な改定を
進めます。誰もが必要な医療を受
けられるようにするため、今後も医
療の技術や医学管理を評価する
観点から、引き続き、診療報酬の
引き上げに取り組み、医療の質の
改善や効率化を進めていきま
す。）

※期日までに回答未着 ・反　対…（都道府県別診療報酬
は2006年の高齢者医療確保法で
導入されましたが、全国の医療機
関や知事の反発が大きく、発動さ
れていません。この制度は、医療
給付費の伸びを抑えようとするも
ので、安倍政権になってから発動
に向けた都道府県への圧力が強
まってきています。医療機関に経
営難を強い、住民の命と福祉を守
るべき地方自治体に医療切り捨
てを強いるもので反対です。）

・その他…（都道府県間で医療従
事者等の偏在が起きる可能性も
指摘されていますが、医療費の適
正化を図る方策として、合理的な
範囲内であれば都道府県別に診
療報酬を設定することは容認され
るべきではないかと考えます。た
だ、本来的には、診療報酬制度
そのものを根本的に見直したり、
市場原理を取り入れた適正な公
的医療保険制度を構築するなど、
医療費抑制のための抜本策を実
行すべきと思います。）

※期日までに回答未着

支える側と支えられる側のリバラ
ンスなどを通じて、人生100年時
代に相応しい、社会保障制度を
構築します。小児・周産期・救急
医療の確保、医師偏在対策、介
護・福祉人材の確保等を進め、ど
こでも安心して医療・介護・障害
者福祉等が受けられる体制を整
備します。

世代間公平に配慮しつつ、重点
化と効率化によって、子供から高
齢者にわたる、持続可能な社会
保障制度を構築します。皆保険を
堅持し、安定した医療制度を作り
ます。地域の絆を強め、医療・介
護・教育などが連携することによっ
て、地域包括ケアシステムを拡充
し、地域の「支え合いを支える」仕
組みを構築します。

※期日までに回答未着 北海道は、医師不足で、第2次医
療圏内でも5疾患5事業及び在宅
医療が完結できない地域が生ま
れており、稚内市では転出する人
の25％が「医療体制」を理由にし
ています。第1次産業が基幹産業
で広域分配型社会の北海道にふ
さわしい地域医療体制の確保の
ために、「医師の計画的な増員と
全域への配置」「診療報酬を増額
して中小病院・診療所・医療病床
の経営を守る」「公立病院や公的
病院の維持」等に取り組みます。

医療分野に関して、弊党として
は、自助努力の精神をベースに
自分の健康は自分で守るという方
向での助成に力を入れるべきと考
えます。「生涯現役」を一つの理
念として、高齢者雇用を増やすこ
とを前提に75歳定年制社会への
移行を図るとともに、高齢者でも働
きやすい職場づくりへの支援、さ
らには予防医療への意識高揚を
図るべきと考えます。また、株式会
社の病院経営への参入を認めた
り、診療報酬など市場原理を取り
入れ、税金の無駄遣いを排除す
るとともに、利用者のニーズに即し
たサービスを提供できるようにす
べきと考えます。

※期日までに回答未着
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9.医療や福祉において、これだけは実行するとい
う公約をお聞かせ下さい。（300字以内）

5.マイナンバー制の社会保障分野への利用拡大
について…

6.医療の質と安全の確保のため診療報酬の不合
理是正・引き上げについて…

7.国民健康保険運営の都道府県化に伴い、国か
らは一般会計からの法定外繰り入れを抑制する
方針が示されていることについて…

8.高齢者医療確保法における医療費適正化のた
めの「都道府県別診療報酬」の導入について…


