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福岡県の社会保障



− 2−

多くの国民が、感染しても必要な医療が受けられないという「医療崩壊」を目の当たりにして、
外出等を自粛するようになり、ワクチン普及の効果もあいまって、感染拡大はしだいに収まり、

年９月末で緊急事態宣言とまん延防止等重点措置は全面解除された。そして、同年 月以
降は、全国で感染者数が激減し、経済活動も徐々に再開されつつある。

年 月４日には、自民党総裁選を経て岸田文雄内閣が成立、同月 日に衆議院が解散
され、 日の衆議院総選挙となった。衆議院総選挙では、立憲民主党と共産党を中心に「市民
と野党の共闘」が進み、候補者の一本化が７割の小選挙区で実現したが、結果は、自民党が単独
で過半数の 議席を得て、公明党と合わせて 議席と安定多数を確保した。
与党の大勝は、「医療崩壊」を引き起こした自公政権のこれまでの医療政策・コロナ対策の失

敗が争点にならなかったことが一因と考えられる。岸田政権のコロナ対策の争点外しの戦略が功
を奏したといえよう。コロナ対策が選挙の争点とならなかったことは、大阪府が、人口 万
人あたりの新型コロナによる死者数が全国一（ 人）であるにもかかわらず（吉村大阪府知
事や維新の会代表の松井大阪市長のコロナ対策が明らかに失敗していたにもかかわらず）、大阪
の選挙区を中心に、日本維新の会が 議席を獲得し大きく躍進したことに象徴的に表れている。
もっとも、小選挙区では、前回衆議院選挙との対比で野党の議席は増えており、「市民と野党

の共闘」による候補者の一本化は一定程度、成功している（議席が減った理由は、立憲民主党の
比例区議席減による）。一方で、新型コロナの第６波の感染拡大に備え、医療提供体制の確保が
重要な政策課題となっている。
本稿では、以上のような状況を踏まえ、これまでの自公政権の医療費抑制政策と岸田政権の打

ち出した新型コロナ対策の問題点を指摘し、総選挙後の医療政策の課題を提言する。

２ 医療費抑制政策の展開と病床削減

減らされてきた病床
コロナ禍により「医療崩壊」が現実化した背景には、医療費抑制政策を続けてきた自公政権の

医療政策がある。医療費抑制政策の中心は病床数の削減に置かれてきた。
とくに、感染症指定医療機関や感染症病床は、この間、大きく削減されてきた。新型コロナに

対応できる第２種指定医療機関は、全国で か所（ 床）しかなく（ 年）、 年の
旧伝染病床 床から激減している（厚生労働省調べ）。指定医療機関の約８割は、自治体が
運営する公立病院と日本赤十字社などが運営する公的病院が担っている。
感染症専門医も不足が顕著で、全国で 人にすぎず、感染症病床以外での病床でのコロナ

患者の受け入れも増えたが、専門医がいないため十分な対応ができていない。周産期医療でも感
染対策がとれている病院は少なく、 年８月には、コロナに感染した妊婦が、入院先がみつ
からず、自宅で出産し、新生児が死亡する事態が起こっている。

地域医療構想による病床削減
年には、医療法が改正され、病床機能報告制度が創設され、それを受けて地域医療構想
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を各都道府県が策定する仕組みが導入された（詳しくは、伊藤周平『社会保障法－権利としての
社会保障の再構築に向けて』自治体研究社、 年、 頁参照）。
地域医療構想のねらいは、看護師配置の手厚い（つまり診療報酬が高い）高度急性期の病床を

他の病床機能に転換させ、もしくは過剰と判断された病床開設は認めないなどして計画的に削減
し、入院患者を病院から在宅医療へ、さらに介護保険施設へと誘導することで（「地域包括ケア
システム」といわれる）、医療費を削減することにある。

年までにすべての構想区域で、地域医療構想が出そろったが、地域医療構想の完遂（
年時点）による「必要病床数」を実現した場合、全国で 万 床（ 年時点の必要病床
数との差引）もの病床削減が必要となり、地域に必要な医療機関や診療科の縮小・廃止が生じか
ねない。とくに公立・公的病院の統廃合が進められる見込みで、機械的に病床削減を実施してい
けば、必要な医療を受けることができない患者が続出することになり、地域医療は崩壊する。

医師数の抑制と看護師の人手不足
地域医療構想で算出された「必要病床数」は医師や看護師の需給推計にも連動しており、急性

期病床の削減で、とくに病院看護師の需要数は現状より大幅に少ない人員で足りるとの推計とな
っている。医師数についても、病院を再編し医療体制を集約化することで増やさず、 年度
以降は、医学部定員数を減らしていく方針である。
そもそも、日本の医師数は、人口 人当たりでみると 人で、ＯＥＣＤ（経済開発協

力機構）加盟国のうちデータのある か国中の 位と不足が顕著である（ 年）。
看護師についても、日本の入院患者１人あたりの看護師数は 人で、ドイツ（ 人）、

フランス（ 人）、イギリス（ 人）、アメリカ（ 人）など欧米諸国の２分の１から５
分の１の水準にすぎない（ 年。 前出）。長時間・過密労働・低処遇の中、年間 人
に１人の割合で看護師が辞めており、現場では深刻な人手不足が続いている。

３ 岸田政権の新型コロナ対策とその限界

一方、岸田政権は、 年 月 日、新型コロナの第６波の感染拡大に備える新型コロナ
対策の全体像を提示した。
医療提供体制の強化では、 年夏の感染拡大のピーク時に入院が必要であった 万人よ

り約１万人多い 万人の入院が可能になる体制を整備し、臨時の医療施設は約 人分を整
備、軽症者向けの宿泊療養施設も 万室を確保するとした。自宅療養者への対応も、これまで
の保健所のみの対応から、地域医療機関などと連携してオンライン診療や往診、訪問看護を行う
としている。
検査体制については、無料の検査は、健康上の理由などによりワクチン接種を受けられない人

に限定され、職場や学校で行う自主検査への支援策は盛り込まれなかった。ただし、感染拡大の
傾向がみられるときには、都道府県の判断で、無症状の人への無料検査ができるように支援する
とした。
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とはいえ、目標の病床を確保する具体策に乏しく、かりに病床が確保されても、医師や看護師
が不足していれば、患者の受け入れは困難である。人手不足を招く医療提供体制の抜本的改革が
必要なのだが、そのための財政支援等の具体的施策はみえない。これでは掛け声だけで、必要な
病床や検査体制が整備されない可能性が高い。

４ 医療政策の課題

政策的には、病床削減を中心とした医療費抑制政策の転換が不可欠である。
第１に、各都道府県の地域医療構想を凍結し、抜本的な見直しを図るべきである。
第２に、感染症対策を強化するため、経営の苦しい公立・公的病院へ公費投入をはかり、公立・

公的病院の統廃合ではなく増設をはかっていくべきと考える。
第３に、医師・看護師の計画的増員・養成が必要である。不足している絶対数の増員は当然だ

が、医師等の地域偏在を生む地域格差自体の是正が求められる。
年の参議院選挙に向けて、自公政権の医療費抑制政策とコロナ対策の失政を批判し、地

域医療を守り、医療を含めた社会保障充実の対案を提示していく運動が求められている。

伊藤周平（イトウ シュウヘイ）
鹿児島大学 法文教育学域法文学系 法文学部 法経社会学科 教授

年生まれ。専攻は社会保障法。東京大学大学院修了。労働省（現厚生労働省）、
社会保障研究所（現国立社会保障・人口問題研究所）、法政大学助教授、九州大学助
教授を経て、 年より鹿児島大学法科大学院教授。 年より現職。
著書に『介護保険法と権利保障』（法律文化社、日本社会福祉学会学術賞受賞）、『後

期高齢者医療制度』（平凡社新書）、『社会保障入門』（ちくま新書）、『「保険化」する
社会保障の法政策』（法律文化社）、『消費税増税と社会保障改革』（ちくま新書）など。
近著では『社会保障法：権利としての社会保障の再構築に向けて』（自治体研究社）。
福岡県社会保障推進協議会顧問。
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手遅れ死亡が問いかける社会保障のあり方を問う
【福岡県民主医療機関連合会 吉田 耕生】

月 日 金 『 年経済的事由による手遅れ死亡事例調査報告〜コロナ禍で手遅れ死亡事
例が問いかける社会保障のあり方〜』と題して、民医連会議室を主会場に各事業所をオンライン
でつなぐ形で記者会見を開催しました。会見場には 社の報道機関が参加しました。

県内の手遅れ死亡 事例からみえてきたことは、毎月の保険料 税 を負担し、保険証を持ちな
がらも高すぎる医療費窓口負担によって受診を諦め、病状が悪化し亡くなる事例や、保険料の滞
納を理由に自治体窓口で保険証が発行されず、亡くなるまで無保険状態だった事例など、“社会保
障”としての国民皆保険制度が機能していない実態が明らかになりました。これらの事例は氷山
の一角であり、社会構造的に生み出された“早すぎる死”であると考えます。

さらに、今回は手遅れ死亡事例の告発と同時にコロナ禍で救われた〝いのち〞の事例を紹介し
ました。これは、コロナ禍で行政サービスが滞る中、病院側の積極的な関わりで患者さんの治療
の継続ができた事例でした。コロナ禍だからこそ行政の積極的な介入が必要であることを訴えま
した。

福岡県民医連では、県内 自治体を対象にコロナ禍における国保 条、 条の適用状況の
アンケートについても報告し、コロナ禍で国保 条の適用者が増加している実態が明らかにな
りました（図 ）。また、受療権を保障するため国保 条の周知とともに無料低額診療事業の拡
充と必要性を訴えました（図 ）。

【求められる制度・改善策 ※一部抜粋】
・ 無保険者には速やかに保険証を発行し受療権を保障するよう各自治体へ指導すること
・ 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に関わる国

民健康保険料（税）の減免について」を大いに活用し市民に周知すること
・ 国保 条・ 条の積極的な活用を行うこと
・ 無料低額診療の空白地域をなくすため大学病院や公的医療機関に自治体が働きかけを行う

こと
・ 無料低額診療事業の調剤薬局への拡大
・ 地域の声をつかみ社会的孤立を生まないよう自治体職員を増やすこと
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（図 ）
＜福岡県内 自治体 の国民健康保険法 第 条、第 条の適用状況＞

（図 ）
＜福岡県内の無料低額診療実施医療機関 分布図＞
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最低賃金は全国一律で時給１，５００円に！
【福岡県自治体労働組合総連合 懸谷 一】

今年の中央最低賃金審議会は、昨年の目安額「１円」からすべてのランクで「 円」を答申
しました。それを受けて各都道府県の最低賃金審議会は 円から 円の時給引き上げを決め
ました。一番高い東京都 円と一番低い沖縄県・高知県 円との間には 円もの差が
あります。これが地域間格差をもたらし、少子化や高齢化、人口流失、過疎化などの地域の深刻
な課題の要因になっています。
福岡県の最低賃金は、 月から 円引き上げられて時給 円となりました。しかし 日

時間・週 日働いても、月額 円・年収 円にしかなりません。最新の国税庁「民
間給与実態統計調査」を見ると、年収 万円以下のワーキングプアは非正規労働者を中心に

万人・ 存在し、前年比で 万人も増えています。
年 月 日の西日本新聞は、県内 歳未満の子どもの ・ 万人が貧困状態にあ

ると報道しました。子どもの貧困は「働く親の貧困」です。金融広報中央委員会の報告では、貯
蓄なし世帯は「 人以上・ 」「単身・ 」に達しています。
コンビニやドラックストアなどで売られている商品の価格は、全国どこでも大差がありません。

しかし、働いている労働者の賃金だけが地方に行くほど低くなっています。県労連は 年に
最低生計費試算調査を行いました。福岡市で 歳の青年が普通の生活をするには月額 万円・
時給 円程度必要で、全国どこでも同じ「全国一律の運動の根拠」になりました。また、「県
内求人時給と人口移動」「生活保護と最低賃金の比較」「標準生計費と最低生計費」「最賃
円への引き上げの経済波及効果試算」などの調査も行ってきました。

国民・労働者のみなさんとの運動で実現めざす
各野党（維新を除く）の選挙公約でも「中小企業の支援」「全国一律・ 円から 円」

が掲げられるようになってきました。自民党の中にも「最低賃金一元化推進議員連盟」が発足し
て「全国一律での最低賃金の引き上げ」が決議されています。福岡でも街頭などでの宣伝や調査
活動と同時に、与野党の国会議員や県議会議員のみなさんとの懇談なども大いに行ってきました。
福岡労働局や福岡県知事に対する要請も行っており、福岡県議会や北九州市議会で意見書決議が
採択され、 「アサデス。ラジオ」では取り組みが紹介されました。
地域循環型経済によって持続可能な地域社会をつくるためには「全国一律・時給 円」の

役割は非常に重要で、多くの若者が仕事を求めて大都市に移動せずに、地元で暮らすことができ
るようになります。多くの国民・労働者のみなさんと合意運動を進めて、「全国一律・時給
円」の実現をはかっていきます。ともに頑張りましょう。
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新型コロナ禍による経営危機打開の運動
【福岡県商工団体連合会 吉原 太郎】

新型コロナウイルス感染症で多くの中小業者が苦しい経営を強いられるなか、全国の民商・県
連は支援策の創設・拡充を求める自治体要請に取り組み、飲食店や関連事業者に対する独自支援
策を勝ち取ってきました。

福商連は福岡県の商工政策課に対して、感染拡大防止協力金の申請実務の改善を求め、６月２
日、７月 日、 月 日、９月 日に交渉し、審査体制の不備や、審査要件の矛盾などを指
摘し、審査が遅れていた 人 件の事例に関して早期解決を実現しました。９月 日に、
福岡県知事に対して「県が定める感染防止認証制度と感染拡大防止協力金についての懇談申入書」
を提出し、中小業者の実情に配慮した制度運用と、審査の更なる改善を求めました。感染防止認
証制度については、「カラオケ設備を有する場合は定員 ％以内」の基準から、スナックを適用
除外とする成果を勝ち取りました。感染拡大防止協力金は申請書類の簡素化を実現し、正当な理
由書があれば期限後申告も受け付けることも確認出来ました。

 
１月から３月まで実施された一時支援金、

４月から 月に実施された月次支援金につ
いては、正当な申請をしているにも関わらず、
書類の追加を何度も求められる「不備ループ」
が多発し、前年実施された持続化給付金を含
み、現在も支援金が届いていない事業者が多
数います。この問題に対しての民商・全商連
の中小企業庁交渉の運動がマスコミでも大き
く取り上げられました。福商連にも取材があ
り、西日本新聞８月 日号に掲載されました。

月 日に、全商連主催の不備メール対策
オンライン交流会に２人が参加し、全国の不
備事例と打開策について交流しました。

月 日現在、感染拡大防止協力金（家賃支援含む）の申請は累計で 件・ 億
万 円、一時支援金は 件・ 万 円、月次支援金 件・ 億 万
円となっています。

新型コロナ対策での事業者向け支援金・協力金は確定申告で収入計上が必要です。特に小規模
の飲食店・スナックなどは例年より所得が高くなることが予想されます。民商では、来年の確定
申告に向けて飲食業会員の所得税対策学習会を行いました。

改善要求に対する回答を聞く福商連の参加者
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県民運動実行委員会主催 年度予算要望懇談会に参加
【福岡県社会保障推進協議会 西村 一】

毎年、県民運動実行委員会は、福岡県に対して、社会保障・福祉、平和等、加盟団体、各分野
の要請をまとめ、福岡県に要望書を提出しています。提出にあたり、回答前に懇談日を設け、重
点項目について口頭で質疑等を行っています。

今年も、 月 日〜 日まで県庁会議室で各項目別に開催され、 名余りが参加しまし
た。中小企業者対策、男女共同参画、ジェンダー、教育関連、コロナ対応、国保、介護、反核、
農業関係に至るまで幅広く要望しています。

県も、懇談会に対しては真摯に対応して頂いていますが、要望を実現させるのは難しい状況が
続いています。このような状況の中でも一部前進した回答がありましたので紹介します。

〇医療・介護分野における県の前進回答

■生活保護について
「福岡県の生活保護に関するホームページ情報は誤解を招く表現がある事を認識している。今

後、改善を図っていく」「扶養照会は生活保護の要件ではない。ご本人の事情と意向を聞き取り
の自治体として本人の不利益にならないよう務める。各自治体の窓口で機械的な扶養照会が行わ
れないよう研修・助言・指導を引き続き行う」 （一部抜粋）

■介護サービス提供者に対するハラスメント防止について
一昨年よりハラスメント防止を喚起するチラシを県で作成するよう要望していました。今年

月に県としてチラシを作成し喚起を図っているとのことでした。
以上

県の担当者から回答を受ける参加者
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＜こんにちは！あなたの町の地域社保協＞ １

福岡市社会保障推進協議会（略称：福岡市社保協）
会 長：佐藤 莞治 事務局長：松尾 俊宏
活動エリア：福岡市

【福岡市社会保障推進協議会 松尾 俊宏】

こんにちは、私たちは「福岡市社会保障推進協議会（以下、市社保協）」です！福岡市内の医
療団体・民主団体・労働組合など 団体と個人加盟 名で構成されています。

幹事会は隔月で開催しています。コロナ禍で参加人数は少なくなっていますが、何とか開催出
来ています。主な活動では、定例の宣伝行動を ヶ月に 回の年金支給日に合わせて実施して
います。時期によって宣伝内容は変わりますが、天神コア前（今はありませんが）で 分の昼
宣伝を行っています。そして、毎年取り組んでいるのが、社会保障制度に関する自治体アンケー
トと福岡市への要望書＆懇談です。 月に実施した懇談会は、コロナ禍のため短時間となったの
で つの項目に絞り、滞納者への差し押さえ禁止財産や生活保護に関する要望を中心に行いま
した。また、市役所の職員を増やすことと職員への研修を充実させることを求めました。次回は

年 月に予定しています。
さらに不定期ではありますが、コロナなんでも電話相談会も開催しました。 月からは「コ

ロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会」実行委員会に登録し、隔月
を定例として開催を予定しています。市社保協は、多くの団体が加盟していますので、全員が集
まって何かを取り組むことは難しいですが、各団体や地域からでてくる要求をくみ取り、改善し
ていく運動をすすめていきたいと思います。

年は、地域社保協の取り組みを強化するため「博多区社会保障推進協議会（略称：博多
区社保協）」の再建に向けた取り組みを計画中です。まずは、福岡市民が安心して暮らし続けら
れる地域をつくるために、社会保障を推進する運動を続けていきます。

福岡市との懇談の様子（ 月 日 福岡市役所 階会議室）
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～社会保障入門テキストのご案内～

現在、県社保協では、毎月の幹事会冒頭で「社保
入門テキスト」（中央社保協発行）を使用した読み合
わせ学習を行っています。
これは今年、中央社保協が社会保障運動の「入門

編」として作成したものです。これまで社会保障運
動に係わることがなかった若者の素朴な視点からの
疑問等に答えるなどの構成になっています。
また、私たちの生活や労働の中で関わってくる社

会保障についても触れており、「あっ！」と気が付く
ところもあります。
おすすめの 冊です。購読ご希望の方は、中央社

保協のホームページか県社保協までご一報ください。

定価 円（税込）

～福岡県社保協ホームページのご紹介～
今年から独自のホームページ（以下： ）を立ち上げて運用しています。インター

ネットで福岡県社会保障推進協議会または福岡県社保協で検索もしくは、 コード
を読み込んでいただくと、以下の画面が現れます。

福岡県社保協事務局よりお知らせ

 

はこちら
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（１）新着情報の欄はだれでも見ることができ、ダウンロードもできます。多くの方々に知
らせたいことを掲載しています。社保関連の行事（学習会・集会）の案内や、共闘す
る団体からの案内チラシ等を掲載し、情報を早く多くの方に届けられるよう日々更新
しています。

（２）画面右上は会員ページに入る入口です。こちらをクリックしてパスワードを入力する
と、会員専用の別の世界が広がります。
但し、会員ページは専用のパスワードが必要です。会員以外の方は見ることができま
せん。パスワードにつきましては、各幹事、関連団体にご案内しておりますので、ご
確認ください（パスワードは更新があります）。

 

会員のページでは、幹事会の議事録や学
習会資料の他、地域社保協・加盟団体から
寄せられた貴重な資料やデータ等が閲覧、
ダウンロードできるようになっています。
例えば、県内市町村ごとの４４条・７７条
の利用状況や、国保税（料）の一覧など各
種資料を保存してます。
最後に、各団体や幹事のみなさんから
にアップしたい情報などありましたら、

事務局までご連絡ください。


