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審判を下そうと４月

構想︵通称﹃大阪都﹄構

56132

・分割﹂構想の住民投票が 日に実施される︒同構
想が実施されれば今後の医療・福祉政策に重大な影
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票を 日にひかえ︑協会

日︑同構想の学習会を

の大阪市内４地区は４月

66000

17

17

︵関連２・４面︶
サービスの財源を大阪湾
埋め立て地エリアなどの
巨大開発に還流すること
になり︑医療・福祉の切

市の廃止で国保会計へ

り捨ては避けられない︒

繰り入れていた予算︵１

ため︑国保料は一人あた

﹁大阪市廃止ノー﹂の

り年間２万３０００円の

くる会と大阪市をよくす

では約 万円の負担増と
なる計算だ︒子ども医療
費助成や歯科健診は特別
区ごとに実施しなければ
ならず︑対象年齢の縮小
や窓口負担増につながる

混合診療を解禁

住民投票へ向け学習会

値上げになる︒４人家族

７６億円︶がゼロになる

維新の党・医療政策
（選挙公約から）

住民投票でノーの声を突

ことが予想される︒

医師以外の民間経営者が病院経営を担える
よう規制改革
有権者に伝えきることが
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その他

きつけるよう呼びかけて
いる︒

医療法人の制度改革で株式会社の参入促進
院の廃止決定などの住民
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橋下徹大阪市長が最高顧問を務める維新の党は、
医療政策に▽診療報酬点数の市場化▽混合診療の解
禁――などを掲げている。医療を金もうけの場に変
質させる中身であり、世界に誇る公的医療保険制度
を根底から覆す危険性をはらんでいる。
大阪維新の会は、同党の医療政策を先行する形で
混合診療特区の設置を推進。
「大阪市廃止 ・ 分割」
構想の動向次第で、一気に加速することが懸念され
ている。
べた︒

6758円

56000

障害者
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大阪市の65歳以上の介護保険
料。橋下市政下で４月に値上げ
し、政令市最高額に。
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橋下・松井府政
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10

診療報酬点数の決定を市場に委ねる制度へ
サービスを切り捨ててき

今日の数字

維新府政下で急増する府の借金残高

維新府政下で削られた主な府民施策

大阪市廃止で加速!?
維新の医療政策
17

日時 ６月４日（木）12：00〜13：30
場所 衆議院第１議員会館
申込 事務局まで
※集会に前後して国会議員要請を実施
※交通費・食費などを支給

62000

高齢者

25

「保険で良い歯科医療を」全国連絡
会は、「むし歯デー」にちなんで６月
４日に歯科医療改善を求めて国会内集
会を開く。協会は会員・家族・スタッ
フの参加を呼びかけている。

よう呼びかけている︒
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（億円）

国保への府独自の補助金 予算削減
救命救急センターへの補
予算削減
助金
特別養護老人ホームの建
予算削減
設補助金
高齢者の見守り訪問
廃止
街かどデイハウス補助金 予算削減
障害者福祉作業所への補
予算削減
助金
障害者ガイドヘルパー派
廃止
遣補助金
小規模通所授産施設への
予算削減
補助金
公害患者死亡見舞金
廃止
学校警備員配置の補助金
廃止
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