
広島県社保協 対「後期高齢者医療制度」宣伝用スポットモデル 
(08.9/10～・第 5 版) 

 
【いま運動はどうなっているか、その焦点】 
＊ わずか半年余りの間に、全国では 16 県含む約 655 自治体が「中止」「改善」など意見書

（およそ 3 割）。署名は 680 万筆を超えている。 
＊ 「後期高齢者診療料」の届出状況（4/14 時点）は、内科を標榜する全診療所（6.3 万）

のうち、わずか 14％(8,876)。全国 11 都道府県含む 72 医師会が「不算定」を呼びかけ、

「慎重対応」を加えると 25 都道府県含む 122 医師会となっていることが背景。広島は

109 件で 7％足らず。 
＊ 広島県では広域連合の他、7 市３町(3 分の 1)。内訳は、県広域連合は国へ改善要望書(11

月)、国と広域連合宛：安芸高田市(12 月)、庄原市(9 月)、三次市(9 月)、大崎上島町(9 月)、
府中町(12 月)、国宛のみ：江田島市(9 月)、府中市(12 月)、世羅町(9 月)、尾道市（３月・

廃止凍結！）、広島市（３月） 
＊ 政府与党はこれで三度目となる「凍結・負担軽減」措置を実施した。国民の怒りをかわ

しきれないとの判断から。しかし、「見直し」では根本解決にならず、むしろ制度をいっ

そう複雑にし、矛盾を拡大するものとなっている。これが、「見直し」が繰り返される原

因ともなっている。 
＊ 一方、四野党は共同で、「来年４月廃止」、元の老健法に戻すことや、「年金天引き」の中

止を内容とする「廃止法案」を参議院通過させ、衆議院にうつっているが、その審議入

りが急がれている。 
 

【そもそも…】 
＊ ある医療の中身では、「後期高齢者診療料」（月 6,000 円）に、「医学管理料等、検査、画

像診断、処置」を丸め込み。このための研修を受けた医師のいる、「主病と認められる慢

性疾患の診療を行う」1 医療機関（病院は基本的にダメ）だけが対象。以下、患者の受

療行動(他院通院・入院・在宅から”終末期”まで)については、基本的にこの「担当医」の

管理下におこうというのが最大のカナメ（患者さんを、政府が直接制度で拘束するので

はなくて、「後期高齢者診療料」を算定する医療機関に、コントロールさせようというと

ころが、あざといところ）。「見直し」でもここは変えていない。 
 

 
●後期高齢者医療制度 （総論）…宣伝カー流し宣伝にも使うもの 
ご通行中のみなさん、私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに廃止する

よう求めて、本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。どうかご協力をお願

いします。 

 

「後期高齢者医療制度」は、日本の医療費のうち、これまで国が責任をもってきた負

担分を削るためにつくられた制度です。２年前、政府与党である自民党・公明党の賛

成で成立させられました。 

７５歳以上の方へ、新たに「後期高齢者」という呼び名をつけ、他の世代から切り
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離し、過酷な保険料徴収と負担増、医療内容や医療を受ける権利で差別を押しつけよ

うとするものです。みなさん、「働けなくなった年寄りは、食いぶちを減らすために

山に入り、死んでもらう」という、「うば捨て山」というお話があります。この「後

期高齢者医療制度」は、その発想において「うば捨て山」と変わるところがありませ

ん。わずかな年金からも強制的に保険料を取り立てる仕組み、払えなければ医療を受

けさせない制裁措置など、「搾れるだけしぼりとる」という制度ですから、「うば捨て

山」以上に悪質な制度ともいえます。長年にわたりこの国を支えてきた高齢者を標的

にし、こんなひどい仕打ちで応える国は、世界中をさがしても他に見当たりません。 

 

こんないなげな制度は、やめんさい！ 

私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに廃止するよう求めて、本日この

場で宣伝・署名活動をおこなっています。どうか政府与党を叱る皆さんの声を寄せて

いただき、ご協力をお願いします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

みなさん。 

いま、この「後期高齢者医療制度」の中身が知られてくるなかで、高齢者はもちろ

ん、医療関係団体や労働組合からも、いっせいに批判の声があがっています。全国 3

割の自治体が、すでに「見直し」や「凍結」「中止」を国に求めています。医療の“目

玉”とされた「後期高齢者診療料」は、多くの医療機関や医療関係団体がその算定を

敬遠し、いまだに届出のあったのは 2 割に満たない状況です。 

政府与党は、「やり方が悪かった」と、低所得者への負担軽減などごく一部の「見

直し」そちはとっていますが、「制度そのものは必要」と、まだ言いはっています。

しかし、制度実施前を含めてわずか半年足らずの間にすでに３回、矢継ぎ早に「手直

し」がせまられるのは、この制度自体に根本的な問題があるからです。 

部分的な手直しでは、解決にもなりません。まもなく 10 月になれば、国保に加入
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する６５歳から７４歳までの世帯主の年金からの、国保料の天引きも開始も完全実施

となります。問題は広がる一方です。政府・与党の「凍結」や「軽減措置」も、しょ

せん当初１,２年に限ったものにすぎません。保険料だけをみても、「１割だけ」と

いう福田首相の説明は大ウソで、厚生労働省自身の試算でも、５年後までには「現在

の２割増」となっているのです。「命の沙汰も金しだい」の現実が、これからも次々

に高齢者に押し寄せてきます。小手先の「手直し」を重ねるなかで、制度はさらに雑

になり、混乱や矛盾が広がっています。こんな制度はただちに廃止して、おおもとの

医療制度を、もっと豊かなものにしていくことこそ、一番合理的で無駄のない、問題

解決の本筋です。 

 

  高齢者を大切にしない国の政治が、現役世代を大切にするわけがありません。１９

年前には、「社会保障につかう」と宣伝されて消費税がスタートしました。ところが、

消費税収は、法人税減税の肩代わりに消えただけでした。医療や社会保障制度はいっ

そう切り捨てられ続け、庶民のふところは寂しくなるばかりです。未来を担う青年に

も、将来設計の立たない深刻な雇用不安・貧困がひろがっています。各種の世論調査

では、いまも「社会保障の充実」が国民の第一の願いです。 

誰もが安心して暮らせる社会の実現へ、いまこそ国は医療や社会保障にしっかり予算

をあてるべきです。 

 

  高齢者の負担軽減など制度の見直しや中止を求める自治体からの意見書は、１６府

県を含め６３３自治体。わずか一年の間に全自治体の約３割になり、いまも急増中で

す。広島県では７市 3 町。今年 3 月に出された尾道市の意見書は、制度を「全面的に

凍結し」見直すよう、求めています。制度を運営する「県広域連合」自体も、改善要

望書が提出されています。四野党は共同で、「後期高齢者医療制度」の廃止を求める法

案を提出しています。医師会をはじめとする医療関係団体も、こぞって「抜本的な見
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直し」や「廃止」を求めています。医療を受ける患者さんや家族も、医療に従事する

人々も、そして働く人々も。みんなが迷惑し、負担を押しつけられています。私たち

がいま力を合わせ声をあげれば、こんなひどい「制度」をやめさせることは可能です。 

 

こんないなげな制度は、やめんさい！ 

私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに中止すること、政府が医療にし

っかり予算をつかうことを求めて、本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。

どうか政府与党を叱る皆さんの声を寄せていただき、ご協力をお願いします。 

 

 

●後期高齢者医療制度 （各論・時間に応じ各節を組み合わせて） 
ご通行中のみなさん、私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに中止するよう求めて、

本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。どうかご協力をお願いします。 

 

 この「後期高齢者医療制度」は、７５歳以上の人が全員、強制的に加入させられる

医療保険制度です。現役で働いている方や、ご家族の扶養を受けている方々をふくめ

みんなが、いま加入している国民健康保険や各種健康保険を追い出され、後期高齢者

医療制度に加入させられます。 

 この新しい制度の大きな問題は、●高齢者から容赦なく、より多くの保険料を取り

上げること、●高齢者への医療を制限し、入院や長期療養など、医療費のかかること

をさせないようにすること、●保険料が払えなければ保険証をとりあげて、医療自体

をうけさせないようにすること、というものです。 

 

  第一に、負担増の問題です。 

  所得が低く、病気にかかることが多い後期高齢者だけを集めて、別建ての医療制度

にしてしまうというこの制度は、そもそも「保険」として成り立ちようがない矛盾を
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抱えています。「財源の１割」からスタートする後期高齢者の負担割合は、その人口

が増えるにしたがって今後引き上げられていきます。現役世代も、「支援金」と称し

て負担増の仕組みに組み込まれています。今後医療費が上がるにしたがって、保険料

の値上げか医療水準（診療報酬）の引き下げかの二者択一を迫る、ひどい制度なので

す。 

  保険料は、広島県の場合、平均で年額 80,934 円（月額 6,745 円）からスタートし

ました。しかし、一つの世帯で二つの保険料を払わなければいけなくなった方など、

２倍３倍の負担増となった方々も少なくありません。「国保料より安い」という政府

の説明は、根拠のない嘘八百です。また、いっさい収入のない人でも、月に 1,000 円

程度の保険料負担が発生します。低所得者にはさらに重い負担です。原則として(月

額 1.5 万円以上)、介護保険料と併せて年金から天引きされます。その合計額は広島

市の場合、年金収入が 200 万円の方で年間およそ 14 万円。月額１万円以上の負担に

なります。これまで被扶養者であった方についても、新たに同様の負担がのしかかり

ます。（なお、65 歳以上の国保加入者も、国保料の年金天引き開始） 

 

  ご通行中のみなさん、私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに廃止すること、政府

が医療にしっかり予算をつかうことを求めて、本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。

どうか政府与党を叱る皆さんの声を寄せていただき、ご協力をお願いします。 

 

  つぎに、高齢者への医療差別の問題です。 

  高齢者の診療にあたる医療機関への報酬が、この 4 月から変えられました。むき出

しの「受診制限」は当面見送らせたものの、「患者一人につき 1 医療機関」の「後期

高齢者診療料」が新たにつくられました。後期高齢者にあたる患者さんは、基本的に

この「診療料」を算定する「一つの医療機関」との相談・指導のもとで、入院先や別

の医療機関での治療、在宅で受ける医療の内容を決定するように誘導される仕組みで

す。患者さんの主な慢性疾患を受け持つ医療機関が対象となるこの「診療料」は、当
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面、基本的な検査や画像診断、処置などについては「月 1 回の定額払い」(窓口負担

は 1 割の場合 600 円)にまとめられています。「後期高齢者だけ」に設けられたこれら

の仕組みは、政府にとって、今後その適用範囲や支払額を操作することで、簡単に「医

療内容を制限させる」効果をもたらすことができ、なおかつ、その責任を医療機関に

押しつけることができるという、きわめて悪質な仕組みです。「いつでも、どこでも

医療にかかることができる」という、日本の医療の誇りにしてきた特性が、「まず後

期高齢者から」遠ざけられていくことになります。だからいま、多くの医療機関は、

この「診療料」の算定を見送っています。こんないい加減な「診療料」を算定しなく

ても、きっちり患者さんと向き合う医療、「かかりつけ」の信頼を深める医療は可能

だからです。 

 

  ご通行中のみなさん、私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに廃止すること、政府

が医療にしっかり予算をつかうことを求めて、本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。

どうか政府与党を叱る皆さんの声を寄せていただき、ご協力をお願いします。 

 

  三つ目の大きな問題は、いのち切り捨てにつながる保険証取り上げの問題です。 

  「保険料を滞納すると保険証を取り上げる」と言うと、あたかも不公平・不正に対

する当然の制裁のように聞こえるかもしれません。しかし、個別の「払えない」事情

を無視して、「意図的に払わない」ケースとひと括りに取り扱うことは、大変な問題

ではないでしょうか。保険証のとりあげは、医療機関の窓口支払いで、いったん全額

自己負担となることを意味します。保険料が払えないような経済事情の方にとっては、

受診のときに窓口で全額支払うことなど到底できるはずがありません。例えば広島市

の国民健康保険の場合、滞納世帯のうちおよそ 6 割は、市当局が「生活困窮等」「事

業不振」として事情認定しているものです。国保証の取り上げが 8,271 世帯(07.10/1

現在)にのぼる広島市では、このため受診できずに亡くなられたという痛ましい事例

が、昨年テレビでも報じられました。大きな反響と批判にさらされた広島市は、この
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春から資格証の発行に制限をかけ、５月にはゼロにしました。一方、「受診の遅れが

生命の危険に直結する」として、これまで高齢者に対して適用されていなかった「保

険証の取り上げ」という制裁措置は、この「後期高齢者医療制度」では「原則実施」

のままです。世論と運動に押され、政府による「運用の見直し」がされていますが、

実は、制度自体は何も変わっていないのです。一昨年に医療機関の団体である全日本

民医連が実施した調査では、「高齢者の 4 割が月収 10 万円足らず」との結果でした。

後期高齢者に向けて「払えないなら医療を受けるな」という制裁を持ち込むならば、

いまの国保以上に悲惨な事態が全国に広がることは、制度実施を待つまでもなく明ら

かです。 

 

  ご通行中のみなさん、私たちは、この「後期高齢者医療制度」をただちに廃止すること、政府

が医療にしっかり予算をつかうことを求めて、本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。

どうか政府与党を叱る皆さんの声を寄せていただき、ご協力をお願いします。 

 

  最後に、この制度はけっして「高齢者だけ」の問題ではありません。この国にす

むすべての世代の人々にとっての問題です。 

この国にすむ人は憲法によって、年齢や経済的条件などの区別無く「健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する」と保障され、そのため国は国民に対して、同

じく憲法によって「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生

の向上および増進に努めなければならない」という責任を担わされています。「７５

歳以上」であることを条件に、医療の差別をおしつけるような「後期高齢者医療制度」

は、この国にあってはならないものです。また、障害者手帳の１～3 級という、困難

な条件で暮らしておられる方には、「６５歳以上」から強制移住を迫るやり方ももち

こまれています。「同じ人間」なのに、障害の有無でさらに差別を押し付ける。こん

なひどい差別医療の制度は、世界中のどこにも無い事を、福田首相自身も国会で認め

ざるをえませんでした。 
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政府はよく「医療費が国を滅ぼす」かのようにいいますが、日本の医療費は、国内

総生産に占める割合ではアメリカやヨーロッパ諸国にも大きく遅れを取っています。

同様に日本の社会保障給付全体でみても、おおよそスウェーデンの 3 分の一、イギリ

スやドイツの半分以下の水準です。政府の言い分通りなら、こうした大多数の先進国

では「日本の何倍もの国家財政危機」になっていなければ、道理が通りません。 

せめて世間並みの社会保障へと改善させるのに、わざわざ「消費税」をあてる必要

はありません。企業の保険料負担をヨーロッパ並みにして、支出でも無駄な公共投資

や軍事費などにメスをいれることで、後期高齢者医療制度を含めた社会保障の改善の

ための財源は捻出できます。みなさん、いのちの問題が、何より最優先です。この国

は、まず憲法に明確にさだめられている医療や社会保障への責任を果たすために、税

金の集め方や使い方を改めることが必要ではないでしょうか。 

 

みなさん。 

７５歳以上の高齢者や 65 歳以上の障害を持つ高齢者を、「後期」と呼び変えて他

の世代と区別し、差別する医療制度を許すならば、その年齢を更に下げてしまうこと

も当然考えられるでしょう。糖尿病や高血圧症を、ひとくくりに「生活習慣病」と呼

び変えて、「その責任は本人にあるのだから、保険料や医療費の負担は別扱い」とい

うことだって、当然考えられるでしょう。「いい薬は、保険じゃなくて自己負担」と

いう考え方もまた、根っこは同じ発想です。これらはすべて、いまの政府・与党の「医

療費適正化」政策のもとで議論されてきていることがらです。行き着く先は、いった

いどういうことになるのでしょうか？ 

 

  ご通行中のみなさん、私たちは、「後期高齢者医療制度」をただちに廃止すること、政府が医療

にしっかり予算をつかうことを求めて、本日この場で宣伝・署名活動をおこなっています。どう

か政府与党を叱る皆さんの声を寄せていただき、ご協力をお願いします。 
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●社会保障と消費税目的税化の批判 

  ご通行中のみなさん。 

自民党・公明党の「与党税制改正大綱」が出され、そこでは消費税を「社会保障

の主要な財源」と位置づけ、将来の税率引き上げを打ち出しています。政府の財政審

議会、政府税制調査会、自民党の財政問題研究会などが「消費税は社会保障の中心的

な財源」として、税率引き上げを提言しました。自民党などは「社会保障税」と名前

を変え、２０１５年には１０％にする、との具体的な話までしています。 

 

福田首相は、「０８年度は消費税を上げない」といったばかりです。その一方で、

いっせいに消費税増税の大合唱がおこなわれ、「安心できる社会のためには消費税増

税に頼るしかない」と社説を出す新聞まで現れました。これは、近々予想される総選

挙を乗り切ったら、「いよいよ消費税増税をおこなうぞ」という地ならしにほかなり

ません。 

みなさん、国民生活の状態はどうでしょうか。景気がよくなったのは大企業だけで

す。庶民は９年連続で給料が減るなど、暮らしはいっそう厳しくなっています。長く

続いた「構造改革」という名前の雇用破壊、暮らし破壊で、非正規社員は増大、年収

２００万円以下の人は１０００万人を超えました。いまは、原油高で灯油が値上がり

し寒冷地の人たちは大変な苦労をしています。毎年２２００億円も社会保障予算を削

るという冷酷な政府の福祉破壊により、国民のあちこちから悲鳴が上がっています。

一方、まったく法的根拠もない米軍への思いやり予算は、福祉の削減額と同じ２２０

０億円以上です。また、ブッシュ大統領との約束を果たすことを最優先にして、イン

ド洋で米軍の艦船などへ気前よく無料給油するための「新テロ特措法」を国会の会期

を再編長して強行成立させました。これこそ、「逆立ち」としか言いようのない政治

の姿ではないでしょうか。 
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ご近所のみなさん 

いまこそ、税金の取り方、使い方に国民が厳しい監視の目を向け、声をあげていく

ことが大事です。削ると言えば「社会保障」。増やすと言えば「消費税」、政府・与党

の凝り固まった考え方を転換させる必要があります。日本の社会保障支出はＧＤＰ

（国内総生産）比で２０％弱、ヨーロッパ諸国は軒並み３０％近くです。日本は社会

保障水準がまだまだ低いのが実態です。 

消費税を引き上げるのを一番望んでいるのは、だれでしょうか？ それは、バブル

期以上の大もうけを上げている大企業、減税で笑いが止まらない大金持ちです。日本

経団連は昨年９月に、「国際競争力」を口実に、「消費税率の引き上げ」と「法人税率

の引き下げ」をセットで提言しました。また、企業の社会保障負担分をゼロにするた

めに、消費税を「社会保障目的税」とすることも要望しています。 

 

ご近所のみなさん 

こんな身勝手な要求を認めてもいいでしょうか？ 国民は、定率減税の全廃によっ

て、昨年は所得税、住民税合わせて１・７兆円が増税されました。その一方、大企業・

大金持ちには、研究開発減税や減価償却の優遇、証券税制の軽減税率（２０％を１

０％）で１・７兆円の減税です。まさに、絵に描いたような「逆立ち税制」そのもの

ではないでしょうか。また、昨年の国民が支払った消費税は１８８兆円にもなります

が、大企業などが払う法人税は１５９兆円も減税になりました。ここには、消費税が

福祉のためなどではなく、大企業と大金持ちの減税のために使われてきたことがはっ

きりと示されています。 

いま必要なのは、官僚と商社の癒着で水増しなどが大問題になっている総額５兆円

もの軍事費など、無駄と浪費を徹底的に見直すこと、そして、大もうけしている大企

業や大資産家へのゆきすぎた減税をやめて、応分の負担をもとめることです。日本共

産党以外の政党に対して毎年３００億円以上も渡している「政党助成金」なども廃止
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するべきです。こうして「税金の集め方、使い方」を見直せば、社会保障制度を拡充

しながら、国の財政を再建することも可能になります。 

消費税１９年の歴史は、社会保障も財政も悪化の一途をたどったというのが実態で

した。 

いまこそ、「消費税増税ノー」「大企業・大資産家には応分の負担を」の声を大きく

するときです。わたしたちがすすめている署名にご協力ください。 

 

        以上 
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広島県社保協「後期高齢者医療制度中止・撤回」シュプレヒコール・モデル 
(08.4～) 

 

後期高齢者医療制度は、ただちにやめさせよう！ 

家計を圧迫する負担増を、やめさせよう！ 

患者いじめの窓口負担増を、やめさせよう！ 

お年寄りへの医療差別を、やめさせよう！ 

いのち切り捨ての保険証取り上げを、やめさせよう！ 

誰もが安心できる医療制度を、実現させよう！ 

 

政府は、すべての人に良い医療を保障せよ！ 

政府は、すべての地域で良い医療を保障せよ！ 

政府は、医療につかう予算を増やせ！ 

政府は、社会保障につかう予算を増やせ！ 

 

社会保障を口実にした庶民増税を、やめさせよう！ 

社会保障を口実にした消費税増税を、やめさせよう！ 

 

社会保障の拡充で、安心して暮らせる地域をつくろう！ 

社会保障の拡充で、家計負担をやわらげよう！ 

社会保障の拡充で、地域経済を元気にしよう！ 

 

 

以上 
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