
第２回浦安市賢人会議議事要旨 
 

 

１．開催日時  平成 20 年１月 25 日（金）10 時～13 時 

２．開催場所  都市センターホテル 609 号会議室 

３．出席者   神野議長、鈴木委員、大日向委員、西川委員、 

松崎市長 

事務局   市長公室長、市長公室次長、企画政策課長、 

岩波室長、高柳、横山、財政課長 

４．会議の概要 

（開 会） 

①市長あいさつ 

②議長あいさつ 

③委員あいさつ（前回の感想等） 

④議事 

(1)第二期分権改革について 

(2)後期高齢者医療制度について 

（閉 会） 

 

●開会 

事務局： 定刻となりましたので、ただいまから「第２回浦安市賢

人会議」を開催いたします。開会にあたりまして、市長より

ごあいさつ申し上げます。 

●市長あいさつ 

市 長： おはようございます。先生方には大変お寒い中、新年早々、

大変お忙しいところありがとうございます。 

市では来年度の予算編成が終わりまして、前年度比 50 億

円増の 583 億 5 千万円の予算規模となりました。 
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予算の編成にあたり、「高齢者の医療」が大きな検討課題

となり、今日は後期高齢者医療制度を中心に議論して頂けれ

ばと存じます。高齢者の医療制度の改革とか、年金問題、様々

な福祉の問題、正直一番根本的な税の問題が議論されず棚上

げされたままできておりますので、ほとんど私どもの基礎自

治体にそのしわ寄せがきているということになります。 

ただその中で、本市は、現在でも、大変財政的に豊かだと

いうことは自他共に認めるところですけれども、逆に私たち

浦安だからこそ、できることがあるのではないかと思ってお

ります。こうしたことを中心に、今日も大変短い限られた時

間ですけれども、率直なご意見を頂きまして、これから浦安

の市政につなげていかせて頂ければと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

●議長あいさつ 

事務局： 続きまして、議長からごあいさつをお願いします。 

議 長： ２回目でございますけれど、よろしくお願いします。ま

た委員の皆様方には、お忙しい中とお寒い中を、ご参集頂き

まして感謝申し上げます。市町村をめぐる環境がかなり変化

していて、あまりよい方向にはいかない気がします。分権、

分権と言われていますが、どうも本末転倒しているところが

あって、例えば、公会計において実践された改革も、本当に

市町村が自由に決定できるために判断できるような資料と

して作成されようとしているのかどうかも疑問です。公会計

を連結で捉え、いくつもの指標をかませて、どれかにひっか

かったら財政再建団体となり、国の管理下に置かれることに

なります。元々は、国が市町村の基礎的なサービスについて
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は財源保障をするという責任を果たすので、その手前、地方

自治体の財政が、国の責任が果たせなくなるような困難な状

況に陥ってもらっては困るというので介入できるわけです。 

夕張市の例で言うと、観光施設事業の赤字も公立病院の赤

字も一律に合わせられてしまい、公立病院だったら少しくら

い一般会計から繰り出しても維持していってほしいとか、観

光施設だったら撤退だというような市（住民）の意志決定な

どが、見えなくなってしまうのではないかと思います。 

後期高齢者医療制度や介護保険制度の問題などにおいて

も、財源の総額が減るとともに自由度まで減らされるという

ことであるとすると、対応不可能になってくるのではないか

と大変危惧しております。 

とはいえ、制度の枠組みの中で、どうすればよいかという

ことを含めて、市の立場から、この会議で少しご意見を頂く

ことになるのだろうと思います。 

 

●委員あいさつ 

事務局： ありがとうございました。次に各委員の方々に、前回の

感想なども含めて、簡単にごあいさつを頂きたいと思います。 

委 員： この会議に出席させてもらい感謝しています。スウェー

デンと違い、日本の福祉にはいかに哲学がないかと思います。 

国が子育て支援をかなり大きく展開する方向を出しまし

たが、プラスの方向にもっていけるのか、一方で、保育とか

あるいは福祉という根幹を全く理解しないで、何か、営利的

なことだけを提案していらっしゃる動きも無くはなくて、私

もその辺は非常に危機感を強めています。 日本の福祉は分

岐点にあると感じています。 
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委 員： 分権の必要性はずっと感じており、何で分権なのだろう

かと、実はずっと考えていました。 

地方分権のベースにあるのは現物給付という考え方では

ないかなと思います。 

地方分権改革委員会の基本的なスタンスは、都道府県の話

（概念）がなくなって、市町村と道州の話が一番 初に出て

きています。その中で、市町村として、現物給付と税をどう

いうふうに組み合わせるか、税と公共サービスをどういうふ

うに考えていくのか、ボランティアやＮＰＯをどう位置づけ

るかなどが課題と思います。 

浦安は今は財政的によいが、高齢化が急速に進んでいきま

す。「浦安は、これだけの準備があったから、こういったこ

とができた」と言われることが、貴重なのではないかと思い

ます。 

委 員： マーケットメカニズムを 大限に活用して、効率よく物

事を行うことが追求されていますが、一方で地方自治体はマ

ーケットメカニズムだけで割り切れるものではない。むしろ

そうではない方に価値があるのだと思っています。市場原理

とそうでないものを、いかにうまく調和させて、住民の幸せ

につなげていく方向を考えていかなければならないと思っ

ています。 

財政事情が一段と厳しくなっていく中で、知恵をしぼって、

ＮＰＯとかボランティアなど非市場でできることを活用し

て、住民の幸せにつながる新しいことを行っていくべきと思

います。 

後期高齢者医療制度についても、新しい制度で 74 歳まで

の方々と変わらず必要な医療を受けることができるとあり
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ますが、真意は 75 歳以上の方はこれしかできませんという

ことにあるわけで、ここまでマーケットメカニズムで酷いこ

とをしてよいのかなというのが、個人的な感想です。 

事務局： ありがとうございました。では、会議に入りたいと思い

ますので、これから先は議長の進行ということでお願いした

いと思います。では議長よろしくお願いします。 

 

●第二期分権改革について 

議 長： それでは会議に入りたいと思いますが、今日はお手元に

もございますように、第二期分権改革推進委員会の資料の提

出がされました。御説明をお願いします。 

委 員：＜第二期分権改革推進委員会「中間的な取りまとめ」の説

明＞ 

 

●後期高齢者医療制度改革について 

市 長： 今地方分権への移行・実践は名ばかりで、我々への税源

は削られるなど、制度の改悪がどんどん進んでいるとの実感

です。 

後期高齢者医療制度は、厚生労働省のパンフレットを見た

だけでは全然わかりません。私も担当から何度も聞いて、よ

うやく理解できた次第です。 

市民病院の建て替えに際しても、地方分権は本当に名ばか

りで国の規制が強すぎます。それこそ江戸時代の藩の召し上

げ状態にあるといえます。 

電子自治体にしても、ＩＴのデジタル化は従来の倍の予算

と時間がかかってしまっています。 

もう一つ言うと、実は入札制度ももう完全に破綻状態。「安
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ければ」という傾向になっています。ダンピングを防止する

ために 低制限価格を公表していますが、皆が、 低制限価

格で入札してきます。 

こういった中で、自治体の仕事というのがまさに哲学なき、

羅針盤なき航海をしているような状況で、この賢人会議に一

番望みたいのは、一つは先ほど意見を頂いた哲学、それと基

礎自治体としてのあり方、方向性みたいなものを一個一個事

例を検証しながら、積み上げて頂ければと思っております。 

今日は、後期高齢者医療制度について、ご意見を頂ければ

と考えております。まず、市の後期高齢者医療制度の現況に

ついて御説明いたします。 

事務局： 後期高齢者医療制度では、「高齢者の医療の確保に関する

法律」の第 48 条により、都道府県の区域ごとにすべての市

町村が参加する広域連合を設立し、事務の処理を行うことが

義務づけられています。後期高齢者医療の保険料は年金から

天引きで徴収され、今でも少ない年金から、更に保険料を天

引きされてしまうというわけです。本市は従来から国民健康

保険の保険料が他市より安いため、広域連合一律で保険料が

設定されると、保険料を値上げしなければならなくなります。

また、今まで世帯ごとに課税されていたのが人頭税のような

個人課税となります。 

本市では、高齢者医療費助成の拡大（対象年齢を 68～69

歳から 68～74 歳へ）を行うとともに、児童手当の考え方を

高齢者にも適応させ、取りあえず２年間、（後期高齢者の）

保険料の負担緩和を図っていきたいと考えております。 

議 長： 国民健康保険税は市町村の条例で規定されているはずで

す。広域連合に入らなくてもよいのではないですか。議会の
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反対で拒否できるのではないですか。強制的な広域連合とい

うのは、そもそも普通にいくと言語矛盾ですよ。 

また、国は強制的に市町村に条例を改正させることはでき

ません。市町村の権限を取り上げるものであり、課税権の侵

害になります。これが通れば、国は、いくらでも広域連合を

設立させ何でもできてしまいますよ。 

委 員： 市が行おうとしている後期高齢者の負担緩和策（交付金）

は、高齢者の負担を考えれば必要と思いますが、ただ、現金

給付については、全体的に現物給付の方向にいくのがとても

大事だという中で、ばらまきだと一部批判されています。他

とのバランスにも配慮し、緊急避難的な措置であることを十

分に説明する必要があると思います。 

議 長： 大の問題点だと思うことは、広域連合にして、その後

どういう方向にしようとしているのかよく分からないこと

です。広域連合にして、医療は現物給付だから現物給付の性

格を強めるのだと、極端に言えばスウェーデンみたいに都道

府県で税金取って、ここの医療サービスは全部提供しますと

いうようにもっていくのか。あるいは、ドイツみたいに、ド

イツでは医療保険の金庫が８つに分かれていますが、医療保

険の金庫ごとに保険をやるというシステムにもっていきた

いのかも、はっきりしないですね。 

とりあえず、赤字だから広域連合でと・・・国には筋書き

がありませんね。 

委 員： 法律で上から降ってくる広域連合って、これが多分初め

てではないですか。 

議 長： 今回の市が行う高齢者への交付金は付け焼刃と思います

が、元々後期高齢者医療制度自体が付け焼刃なので仕方がな
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いと思います。 

福祉分野では、今、突然国の施策が変化し、市町村が変化

を和らげる苦肉の策（負担の緩和等）をとることに追われて

おり、この繰り返しです。 

委 員： 後期高齢者医療の保険料は２年ごとに見直しになってい

ますが、介護保険と同様に、絶対上がっていきますね。 

議 長： 広域連合で行うにしても、今まで国民健康保険税（住民

の負担）は市町村の条例で規定されていたはずです。これを

改正するわけだから反対できるはずではないですか。チャー

チル(元英国首相)がいつも使った手段なのですけれども、

「議会で通らないのです」と言って。本当に議会で成立しな

かったらどうするのです？条例を改正しなくてはいけない

わけですからね。決めるのは住民なのだから、「住民が通し

てくれないのです」と言ったらどうするのですかね。 

委 員： 広域連合で条例をつくるわけですね？ 

事務局： 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度は別の制度であ

り、国民健康保険の条例は改正せずに、後期高齢者だけ新た

な制度へ移ることになります。 

委 員： まず、広域連合の条例ができ、その条例で負担割合が決

まって、そしてそれを各構成団体がやるという形で、浦安の

条例も必ずつくるのですね。 

事務局： そうです。75 歳以上の人は、新たな“新”後期高齢者医

療保険に入り、市の国民健康保険税条例の適用はなくなりま

す。広域連合がつくった条例に基づいた保険料となります。 

委 員： 現在国民健康保険や社会保険などに加入されている方が、

後期高齢者医療制度の被保険者になる際に、抜け落ちてしま

ったり、国民健康保険の枠組みから抜けるわけですね。 
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委 員： 75 歳までは日本国民だったけれども、75 歳より長く生き

たら違ったという･･･。 

議 長： 国民皆保険というが、国民健康保険から抜けた 75 歳以上

の人は国民でなくなってしまうということですね。 

広域連合は、本来、一市町村でできない事務を協力して行

うものであり、後期高齢者医療の広域連合は地方自治法 284

号に反しています。「広域連合を設けることができる」ので

あって強制ではありません。民主主義である以上、議会が反

対すればできないはずです。 

事務局： 本市議員も構成員となっている広域連合議会で可決して

います。 

委 員： 総務省は何も言わないのですかね。広域連合制度そのも

のを全部解体するような話ですが。 

事務局： 詳細な情報を与えられていない状態で賛成したもので、

後で詳細な情報を知らされたのが実状です。 

近年は、介護保険制度や障害者自立支援法のときもそうで

したが、制度の実施間際にならなければ詳細な内容が明確に

ならず、市としての独自の対応ができなくなるか、不十分な

対応となってしまうことなどが多くなっています。 

議 長： 後期高齢者医療制度には、民間保険の考えを入れている

ため、リスクの高い人が排除されてしまうおそれがあります。 

市が考えている負担緩和措置は事務量が大変では。還付し

かないのでは･･･。 

負担緩和措置は、市民が見ても、今まで浦安市がやってき

たよい施策というものが、この全国一律の施策によって壊さ

れていくため、後期高齢者医療制度全体の仕組みに大きな問

題点があるのだけれども、さしあたってそれが動く以上、そ
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の間の暫定的な措置として導入するものです。ばらまきとい

う批判を受けないように、ネーミング等にも工夫し負担緩和

措置の趣旨を市民に上手く伝える必要があります。 

委 員： 当会議として何らかの形で答申を出しましょう。 

議 長： 今日、議論したことは、地方自治に係わる問題です。い

ずれにしても、地方ごとに色々な福祉を工夫し、また地方ご

とになるべくお互いの負担を低くしながらも、ハッピーなこ

とをやろうとしているのに、地方ごとの特徴がなくなるわけ

ですから。答申を出してアピールした方がよいですね。こう

したことに関して、医療経済の専門家からの意見が広く聞こ

えてこないのは不思議です。 

委 員： アピールを出すことは、市民が、後期高齢者医療制度の

制度内容や問題点、市の緩和措置などについて理解するよい

機会になると思います。 

議 長： 後期高齢者医療制度をめぐる諸課題を踏まえ、委員の協

力のもとに、全国的なデータも含めたレポートを作成し、賢

人会議としてアピールしましょう。レポートは、全国向けと

わかりやすい市民向けに分けましょう。 

委 員： 負担緩和措置は、困っている人に手厚く、余裕のある人

には不要と思います。国の悪政を市がかぶると市の財政も逼

迫することになります。高齢者だけでなく、全体的なバラン

スをとった形で示すことが必要と思います。 

議 長： 今回の市の施策は、緊急避難的な措置として仕方がない

と思います。市は、アピールするための材料を出してくださ

い。市の国民健康保険料の状況がわかる資料と負担緩和措置

をとるに至った経緯がわかるものを用意してください。 
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