
長野県民医連 2022年参議院議員選挙 予定候補者公開政策アンケート 結果
立候補表明をしている杉尾秀哉氏、松山三四六氏、手塚大輔氏、日高千穂氏、秋山良治氏の5氏に対してアンケート送付。手塚氏、秋山氏からは期日までに回答が得られませんでした。

設問（概要） 杉尾秀哉氏 松山三四六氏 日高千穂氏

1 憲法改正の議論を進めることについて 賛成 賛成 賛成

2 憲法９条を改正し自衛隊を明記 反対 賛成 賛成

3 自民党改憲４項目で示されている緊急事態条項の創設 反対 賛成 反対

4 集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法 違憲であり廃止すべき 合憲であり問題ない その他

5 核兵器禁止条約に関する日本の姿勢
締約国会議オブザーバー参加、

批准すべき その他 回答なし

6 安倍元首相らが発言している「核共有」 進めるべきではない 進めるべきではない 回答なし

7 敵基地攻撃能力（反撃能力）の保有
どちらかというと
進めるべきではない 進めるべき 回答なし

8 政府のこれまでの新型コロナ対策 評価しない 評価する どちらとも言えない

9 公立・公的病院の統廃合、病床削減計画 見直すべき どちらとも言えない 推進するべき

10 75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担の2割化 反対 賛成 賛成

11
子ども、障害者の医療費の窓口完全無料化のために、
国として、地方自治体に対する新たな助成制度を創設

賛成 どちらとも言えない どちらとも言えない

12
国保への国の財政支援を大幅拡充、子どもの均等割を全面廃止、
国保の保険料（税）負担を引き下げ

賛成 どちらとも言えない 回答なし

13 消費税の税率を5％に引き下げ 賛成 反対 回答なし

14 選択的夫婦別姓制度を導入 賛成 どちらとも言えない 回答なし

15 原発に頼らない電力供給、再生可能エネルギーの推進 賛成 賛成 回答なし

16 柏崎刈羽原発の再稼働 反対 賛成 賛成

17 石炭火力発電所の新増設 反対 反対 賛成

18 沖縄辺野古の米軍新基地建設 中止・見直しすべき 推進するべき 中止・見直しすべき



設問1：憲法改正の議論を進めることについて（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

賛成 賛成 賛成

憲法を一切改定しないという立場はとりません。立憲主義に
基づき権力を制約し、国民の権利拡大に寄与するのであれば
「国民主権」「基本的人権の尊重」の理念を堅持しつつ、憲
法に限らず関連法を含めて、国民にとって真に必要な改定を
積極的に議論、検討します。

（記載なし） GHQ占領下で作られた憲法であり世界最古の憲法。
時代によって改正していかなければならないのに、日本国憲
法は約70年、一度も改正されていない。

設問2：憲法９条を改正し自衛隊を明記することについて（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

反対 賛成 賛成

単に自衛隊の規定を加えると、全く違う憲法になります。法
解釈基本原則により「後法は前法に優越する」ので９条の２
が空文化し、フルスペックの集団的自衛権行使が可能となり
かねません。専守防衛を旨とした平和主義という日本国憲法
の基本原理が覆ってしまいますので反対。

（記載なし） 日本の自衛隊は世界で一番多くの命を救っている。
その一方で、自衛隊員の方々の尊い命を亡くしていることも
事実。９条２項の改正をして、自衛隊の位置づけを明確にす
る必要がある。

設問3：自民党改憲４項目で示されている緊急事態条項の創設について（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

反対 賛成 反対

現行法で緊急事態での対応は可能。
政府に無制限の権力を与えることを認めれば、憲法により権
力を制約するという重要な機能を失ってしまいます。

（記載なし） 権力が一局集中するのは大変危険を感じる。
国民の自由や権利を奪われる危険性を孕んでいる。

設問4：集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法について（□合憲であり問題はない □違憲であり廃止をすべき □その他）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

違憲であり廃止をすべき 合憲であり問題はない その他

集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障
法制は、憲法違反です。
憲法によって制約される当事者である内閣が、いわゆる４７
年見解より積み重ねてきた解釈を、論理的整合性のないまま
に変更することは、法治国家たる立憲主義に反する行為です。
現行の安全法制は、立憲主義及び憲法の平和主義に基づき、
違憲部分を廃止する等、必要な措置を講じて、専守防衛に基
づく平和的かつ現実的な外交・安全保障政策とします。

（記載なし） 諸説あり大変難しい課題です。
ここでお答えできる程の知識を持ち合わせておりません。
故に慎重な姿勢をとっているとお答えしておきます。

設問と回答 詳細 １）憲法について



設問5：核兵器禁止条約に関する日本の姿勢について
（□締約国会議にオブザーバー参加し批准するべき□核保有国が批准していない現状で締約国会議にオブザーバー参加すべきでない、批准もすべきでない□その他）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

締約国会議にオブザーバー参加し批准するべき その他 回答なし

非核三原則をこれからも堅持し、核廃絶を求める世界の人々
と共に歩み、NPT体制の維持・強化等、実効的な核軍縮・核
廃絶に繋がるよう積極的に取り組んでいきます。そして、核
兵器禁止条約締結国会合へのオブザーバー参加をめざします。

（記載なし） （記載なし）

設問6：安倍元首相らが発言している「核共有」に関して、どのようにお考えですか（□進めるべき □進めるべきではない）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

進めるべきではない 進めるべきではない 回答なし

核共有については認めることはできません。核抑止力につい
ては、現在の「日米拡大抑止協議」その運用について米国と
の意思疎通を強化します。一方で基地負担軽減、辺野古基地
建設中止、日米地位協定の改定を求めます。
非核三原則を堅持し「持ち込ませず」の見直しもしません。
今後もあらゆる機会に核不拡散、核軍縮を訴えます。

（記載なし） （記載なし）

設問7：敵基地攻撃能力（反撃能力）の保有について、どのようにお考えですか（□進めるべき □進めるべきではない）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

どちらかというと進めるべきではない 進めるべき 回答なし

「反撃力」には、その対象、報復のエスカレーションの危険
性、ほかの手段の有無、コストなど様々な論点があります。
日米による役割分担、周辺国との緊張を高める「安全保障の
ジレンマ」が存在することを踏まえ、抑止力の在り方を検討
します。
なにより、政府の最も重要な在り方は、周辺国との友好関係
の構築を図り、争いに至ることのない政治を目指すことだと
考えております。

（記載なし） （記載なし）

２）核兵器禁止条約、防衛について



設問8：政府のこれまでの新型コロナ対策を評価しますか（□評価する □評価しない）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

評価しない 評価する どちらとも言えない

政府による一連のコロナ対策は、とても科学的知見に基づく
政策とは思えません。グローバル経済の中で小さな政府を目
指した弊害が、縮小を重ねた保健所のコロナ対応能力の欠如
を明らかにしました。また、GoToトラベルやマスクの着用義
務判断などに、云えば生命軽視、経済重視・ポピュリズム的
な傾向が見え隠れしています。
また、歴年の文化・化学・科学研究事業の衰退をもたらした
教育研究予算等の無視縮小の結果は、残念ながら国産ワクチ
ン、治療薬を未だに作ることができないという、開発能力の
なさを国民に露呈してしまいました。ロシアによるウクライ
ナ侵攻により明らかになった食糧安保の危うさを含め、国の
基本的な力量を維持確保する政策が、本来の国民のための重
要な安全保障だと考えています。

（記載なし） 緊急事態宣言やまん防において日本経済を止めたことには憤
りを感じている。安倍政権においては初めてのことでかじ取
りが非常に難しかったであろうと思うし、菅政権においては
ワクチンがなどスピード感があり非常に評価している。岸田
政権は何をしているのか。何も見えてこないし感じない。

設問9：公立・公的病院の統廃合、病床削減計画について（□推進するべき □見直すべき）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

見直すべき どちらとも言えない（両方の選択肢に〇） 推進するべき

地域医療構想は算定基準を医療機能毎の必要病床数を機械的
に振り分けたもので、地方とりわけ中山間地の高齢化に伴う
医療状況を全く無視しています。交通弱者の治療機会を奪い
過疎化を進行させます。全国一律の医療保険単価では、民間
医療に過疎地の医療を担うことを強制することはできません。
ここにこそ公的医療機関の重要な任務の一つである医療過疎
地対策がありますが、この前提を地域医療構想は全否定して
います。この政策を合理化（的）と云うことはできません。
また、「病床機能再編支援事業」は中止します。

（記載なし） 医療費が増加し国民負担が増えるよりも良いと思うが、病床
が減れば単純に患者の利便性を悪化する懸念もあるのでバラ
ンス感覚が求められると思う。また、既得権益を増幅させな
い為にも良しとする。

３）医療、社会保障政策について



設問10：75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担の2割化（一定所得以上、10月施行予定）について（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

反対 賛成 賛成

所得の違いにより窓口負担の区別を行うことは公保険の存在
価値を否定する行為です。
公的保険の存在意義の一つは、保険にかかる費用を応能負担
することよる社会的扶養性にあります。格差拡大が問題とさ
れるなか修正すべきは収入格差に応じた保険料負担であり、
金持ち優遇税制等による負担逃れの排除です。また、消費税
による社会保険費用の補填は正しく応能負担を示しません。
エンゲル係数が高い程、家計に占める消費税率は高くなるか
らです。
公保険はかかる費用は応能負担とし、受ける給付は公平に行
われるのが原則です。
しかし政策上、高齢者は疾病を多く抱え医療費負担が高額と
なる傾向が高いため負担軽減策として窓口負担を減率するこ
とはありますし、少子化対策の一環として年少者の窓口負担
を減額することは政策として当然です。
しかし、収入により給付に格差を付けることは公保険の自殺
行為であり歪みです、これは所得に対する応能負担の修正で
収入増を図るべきです。

（記載なし） 現役世代の負担を抑え、子供たちの未来につなげる為には当
然の事だと思う。

設問11：子ども、障害者の医療費の窓口完全無料化のために、国として、地方自治体に対する新たな助成制度を創設することについて（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

賛成 どちらとも言えない（両方の選択肢に〇） どちらとも言えない（選択なし）

窓口負担は、一時現金を用意する必要があり診療抑制につな
がる可能性があります。無料化は必要な施策だと思っていま
す。また、少子化・障がい者対策は本来国が行うべき政策で
すが、地方自治体に対する新たな助成制度を創設することに
反対するものではありません。
なお、立憲民主党は「子供子育て関連予算をGDPの３％以上
に引き上げていく」ことが必要としています。

（記載なし） 子ども・障害者の医療費窓口完全無料化には賛成だが、国が
地方自治体に要求する事にそれについて課題や対策等、知識
が乏しい為ここにお答えできる事はございません。

設問12：国保への国の財政支援を大幅に拡充、子どもの均等割を全面廃止し、国保の保険料（税）負担を引き下げることについて（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

賛成 どちらとも言えない（両方の選択肢に〇） 回答無し

先の１０）の設問にも書きましたが、公保険は掛かる費用は
応能負担とし、受ける給付は公平に行われるのが原則です。
したがって国民健康保険の保険料も原則収入割、資産割で保
険料を算定すべきで均等割（人頭割）には反対です。しかし、
現行の国保保険料額は負担できる限界を既に超えています。
国の大幅な財政支援増額が必要です。

（記載なし） （記載なし）



設問13：消費税の税率を5％に引き下げることについて（□賛成 □反対(現状維持)）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

賛成 反対(現状維持) 回答無し

昨今の物価高とアベノミクスによる円安、上昇しない賃金が
国民の生活を脅かしています。これに対して、立憲民主党は
消費税率を時限的に５％に引き下げること提案しています。
減税することで、対象を限定することなく物価を引き下げ家
計負担を軽減します。

（記載なし） （記載なし）

設問14：民法を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することについて（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

賛成 どちらとも言えない（両方の選択肢に〇） 回答無し

個人の尊厳と両性の本質的平等を実現するため、民法を改正
し選択的夫婦別姓を導入することに賛成いたします。

（記載なし） （記載なし）

設問15：原発に頼らない電力供給、再生可能エネルギーの推進について（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

賛成 賛成 回答無し

地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする
分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入し
て、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早
く実現することを目指します。

（記載なし） （記載なし）

４）その他、国政全般について

設問16：東京電力柏崎刈羽原発の再稼働をすすめることについて（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

反対 賛成 賛成

福島第一原発事故の検証、実効性のある避難計画の策定、地
元の合意がないまま原子力発電所の再稼働を認めることはあ
りません。

（記載なし） 場所がどこであろうと原発は稼働すべき。
電力の安定供給、コスト面においても、また技術があること
は国防にもつながるので原発推進すべき。



設問17：石炭火力発電所の新増設について（□賛成 □反対）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

反対 反対 賛成

現在ある施設は当面緊急時のバックアップ電源として活用す
ることとしていますが、石炭火力発電所の新増設については
時代の要請に逆行することであり賛成することはできません。
再生可能エネルギーの可及的速やかな開発普及に務めるべき
だと思っています。

（記載なし） 石炭ガス化複合発電という技術も進んでいる。
日本の石炭火力発電は天然ガス火力発電と同じくらいクリー
ンでその技術は世界から羨望されている。日本の最先端の石
炭火力発電技術が普及すれば地球規模でクリーンになる。

設問18：沖縄辺野古の米軍新基地建設について（□推進するべき □中止・見直しすべき）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

中止・見直しすべき 推進するべき 中止・見直しすべき

沖縄の民意を尊重するとともに、軟弱地盤等の課題が明らか
になった辺野古への移設工事は中止します。
その上で、沖縄の基地の在り方について見直しを行い、米国
に再交渉を求めます。

（記載なし） 過去の知事選を見ても県民の気持ちは1つだと思う。

設問19：医療・社会保障政策全般についてご意見をお書きください（自由記載）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

公正な配分と公平な税制の確立に基づく、社会保険料の応能
負担の強化。医療・介護への財政支出抑制方針を転換。地域
医療構想の見直し。予防中心の医療を確立。保健所の体制強
化。介護・障害福祉施設職員の処遇改善。等課題満載です。

「誰ひとり取り残さない」持続可能な社会の実現に向けて、
全ての世代が安心できる医療・介護・子育てをはじめとする
社会保障制度の拡大、医師の働き方改革や地域間の偏在対策、
質の高い効率的な医療提供体制の充実等の取り組みを推進さ
せると共に、困難に直面している方々に支援の手を差し伸べ、
すべての人が「しあわせ」を感じ、希望に満ちた元気な日本
を創り上げます。

（記載なし）

設問20：国政全般についてご意見をお書きください（自由記載）理由・意見

杉尾氏 松山氏 日高氏

ロシアによるウクライナ侵攻以降、改憲と軍備の強化増強ば
かりが強調され、教育学問への支配強化、森友加計・公文書
改竄など国民の知る権利が侵されています。格差と貧困は解
消できるのか。
いま、政府自民党政治を続けることの危うさがますます大き
くなっています。
何としても政治の方向を変えなくてはいけません。
今こそ国民一人一人の権利と自由を守り、平和のための政治
を確立しなければなりません。

少子高齢化の進展、人口減少社会に伴い、日本経済の持続可
能性と地域の衰退や過疎化の進行が懸念されます。そうした
課題を解決するため、イノベーションによる生産性の向上や、
デジタルを活用した地域の活性化、人への投資の促進が必要
と考えます。地域や社会の課題解決を通じ、日本の成長と発
展に貢献して参ります。

（記載なし）



公開政策アンケートについて

１,目的
長野県民主医療機関連合会は「いつでも、どこでも、誰もが安心できる、いい医療と福祉
を」との理念を掲げ、医療や介護、社会保障を改善するための運動、平和をまもる運動に
取り組んできました。また、当連合会が加盟する全日本民主医療機関連合会は「2022年参
議院選挙に向けて民医連の要求」を発表しています。
今回の公開政策アンケートを通じて、各予定候補者が、個別の政策についてどのようよう
なスタンス、意見を持っているのかを明確にし、判断材料を提供することを目的とします。
長野県民医連に加盟する事業所（医療機関、介護事業所、調剤薬局等）の職員および地域
住民、幅広く有権者の方々に情報を提供します。

２,実施
2022年5月末時点において第26回参議院議員通常選挙に立候補を表明している杉尾秀哉氏、
松山三四六氏、手塚大輔氏、日高千穂氏、秋山良治氏の5氏に対してアンケートを送付しま
した。なお、手塚氏、秋山氏からは期日までに回答を得られませんでした。

３,結果の公表
回答は加盟事業所の職員向けニュースに掲載、当連合会のホームページ上に掲載します。

2022年6月17日
長野県民主医療機関連合会
長野県松本市元町2-9-11 民医連会館２階
TEL：0263-36-1390 FAX：0263-33-1229


