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地方公営企業と分岐点の下水道事業 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

１.はじめに 

地方公営企業は、病院、鉄道、水道、下水道等料金収入によって事業経営を行う独立採算制を基本と

し、住民生活、地域経済活動に不可欠なサービスを提供する役割を担っている。この地方公営企業が少

子・超高齢化によるサービス需要とそれに伴う収益構造の変化、社会資本の更新期到来等による投資活

動の質的変化など、大きな分岐点を迎えている。こうした分岐点に対して、企業活動としてのリスク（変

動要因）対応力の向上を睨んだ経営戦略を確立することは、必要不可欠な取組みである。以下では、地

方公営企業の現状を整理したうえで、日常生活に必要不可欠なものの住民からは可視的にも認識しづら

く、複雑な事業体系を持つ下水道事業に焦点をあて分岐点としての課題を整理する。 
 
２.地方公営企業の現状と下水道事業の位置づけ 

地方公営企業は、平成 24 年度決算ベースで総数 8,724 事業、平成 14 年度の１万 2,613 事業から減少

を続け、平成 20 年代に入り 8,000 台の事業数で推移している。こうした減少の背景には、経営の積極

的見直しに加えて、市町村合併による事業単位数の減少がある。下水道事業も、平成 15 年度の 4,956
事業から平成 25 年度で 3,640 事業にまで減少している。しかし、地域のネットワーク型社会資本とし

て地方公営企業の４割以上を現状も占めている。 
地方公営企業は、第三セクターと共に平成 21～25 年度までの５年間、地方公共団体財政健全化法に

基づく集中改革の取組みが行われてきた。こうした取組みは、事業数減少や事業モデルの見直しを通じ

て、資金不足比率が経営健全化基準以上の状況にあるいわゆる「資金不足が深刻な公営企業数」を平成

21年度の49会計から平成24年度で20会計に減少させ、全体としての経営改善の進捗に貢献している。

下水道事業も平成 19 年度には経営健全化基準以上が 13 事業あったものの、平成 24 年度では同０とな

り、深刻な資金不足の事業は足元で皆無となっており、平成 25 年度決算ベースで黒字事業数 3,398 事

業、黒字総額 1,770 億円、赤字事業数 242 事業、赤字総額 365 億円となり、事業数では黒字事業の割合

が 93%に達し全体の収支額も 1,405 億円の黒字となっている。また、下水道事業の料金収入は、足元で

増加傾向を辿り、全体として平成 25 年度で料金収入額１兆 5,095 億円、総収入に占める割合は 48.4%
となっている。但し、①水道事業では、収入に結び付くいわゆる有収水量の低下により料金収入が減少

傾向にあり、下水道事業でも今後同様の傾向になる可能性が高いこと、②他の事業に比べて総収入に占

める料金収入の割合が低いこと（平成 25 年度地方公営企業全体平均 74.9%）などには留意する必要が

ある。 
 

３.地方公営企業の経営改善 

留意点を除き以上の改善が、今後も持続性あるものと言えるかは疑問である。なぜならば、少子・超

高齢化による人口減少に伴う収益やサービス需要の構造変化、社会資本の更新期到来等大きな構造的転

換期を迎えると同時に、財政健全化法や地方分権改革の流れの中で、足元の低金利等によるコスト減の

環境に依存することなく、積極的な体質改善に向けた経営戦略を確立することができるかが持続性を大

きく左右するからである。このため、平成 25 年度の集中改革期間を経て、今後も各経営主体の実情に

応じて経営健全化を推進していく必要がある。具体的には、①戦略の策定、②戦略を策定するための前

提となる経営状況の把握、そして、③経営手法の抜本的見直しの継続である。とくに、②の経営状況の

把握は、単に経営戦略を形成するだけでなく経営の自由度・リスク対応力を高めると共に、地方公営企
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業すなわち地方行財政の一環として住民や議会に対する説明責任と事業に対するガバナンス構造の充

実に向けても不可欠な取組みである。 
この意味から経営状況の把握において重要な課題となるのが、公営企業会計の適用拡大問題である。

公営企業会計について、地方公営企業の経営実態を的確に把握すると同時に客観性を確保し他の公営企

業や経営主体と比較し易くするための、建設改良にかかる企業債・借入金の負債計上、みなし償却制度

の廃止、任意とされていた引当金の計上義務化等会計基準の見直しが進められていることは周知の通り

であり、そのことは今後もさらに充実に向けた見直しを進めていかなければならない。しかし、下水道

事業との関係でまず重要なことは、簡易水道事業と共に基準内容の前段として地方公営企業法に基づく

企業会計方式適用自体が進んでいないことへの対処である。 
地方財政法第５条第１項において、地方公営企業法の規定適用を受ける事業たる「法適用事業」と適

用を受けない「法非適事業」に分けられており、公共下水道事業は地方財政法第６条の特別会計設置義

務規定は適用されるものの、第５条関係では法非適事業に位置付けられている。もちろん、地方自治体

の自主的適用により任意適用事業となることは可能（特別交付税措置対象）ではあるものの、平成 25
年度において 3,639 下水道事業のうち約 85%の 3,101 事業は法非適事業として単式簿記・現金主義の官

庁会計に依拠している。このため、下水道事業に関する①建設投資に伴う減価償却費の適正把握、②独

立採算性がどこまで確保されているか費用と料金収入の関係の把握、③一般会計の基準内・基準外繰入

の実態、損失状況の適正把握等が困難となっており、事業の持続的を担保することの大きな制約要因が

存在するほか、料金設定の適切性、地方財政全体の健全性確保にも大きな課題を抱えている。また、民

間化を促進する上での制約要因ともなる。このため、平成 26 年８月に示された「公営企業会計の適用

拡大に向けたロードマップ」では、平成 27～31 年度を集中取組期間とし、人口３万人以上の地方自治

体の下水道事業及び簡易水道事業については平成 32 年４月までに移行、人口３万人未満の地方自治体

についても出来る限り移行する方針を示している。 
 
４.下水道事業の現状 

以上のように、法非適事業数が多く経営実態等について住民・議会も含めて把握・共有が難しい中で、

ネットワーク型・装置型としての大きな社会資本の整備とそれに続く維持更新の拡大、人口減や企業の

効率化意識の向上による下水道使用量の減少、気候の変化に伴う雨水への対応の重要性拡大等多義にわ

たる構造的転換要因を抱え分岐点に位置しているのが下水道事業である。 
 

（１）下水道事業の体系 

平成 25 年度 3,640 事業に達する下水道事業と一口で表現しても、その体系は極めて複雑である。こ

の体系からまず整理する必要がある。広義の下水道は、「公営企業形態」とそれ以外の「一般会計等で

実施される形態」に分けられ、本稿で対象としている地方公営企業として実施されている事業は、さら

に国土交通省が所管する「下水道法上の下水道」と農林水産省や環境省所管の「下水道法上の下水道以

外のもの（下水道類似）」に分けられる。前者は、さらに公共下水道と流域下水道に、後者は、農業集

落、漁業集落、林業集落、簡易各排水事業、合併処理浄化槽（特定地域生活排水処理事業）、単独事業

として展開する小規模集落や個別の排水処理施設事業等に分かれている。また、下水道は機能面におい

て汚水と雨水の処理を対象としている。汚水は一般家庭の生活排水や企業活動に伴う排水等であり料金

収入で賄うことを原則としている。一方で、雨水については公費負担を原則にしてきた。汚水処理の人

口普及率は平成 25 年度末で全体では 88.9%に達しているものの、100 万人以上の人口を有する大都市

部では公共下水道を中心に 99.5%の普及率に対して人口規模の減少に比例してこの普及率は低下し、人

口５万人未満では農業集落排水事業、合併処理浄化槽事業の比率が上昇、普及率も 75.6%に低下する。
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また、汚水処理人口普及率は、都道府県単位でも大きな違いがあり、地理的条件や財政的課題等の関係

から平成 25 年度で東京都の 99.7%をトップに、最も普及率が低いのは徳島県の 54.1%となっている。

こうした実態に加え、ゲリラ豪雨等への対策の必要性が高まっており、公費負担を原則とする雨水処理

としての下水道機能の重要性も高まっている。 
 
（２）社会資本としての下水道の課題 

下水道事業で大きな課題となるのは、社会資本としてのストック問題である。従来の投資額の推移を

みると、平成 11 年度頃まで新規の建設投資が活発であったことから、毎年度４兆円台の推移となって

いる。その後、普及率の向上とともに新規の建設投資が急速に減少し、平成 25 年度で１兆 5,500 億円

の水準まで減少している。もちろん、人口規模の少ない市町村では汚水処理人口普及率がまだ低く、新

規の建設投資が必要な状況にあるものの、大都市部を中心に新規の建設投資はピーク時を経て、更新投

資中心の時代に入りつつある。下水道事業のストックは、全体で延長 45 万キロ（平成 24 年度末）に及

ぶ管路施設と約 2,200 箇所に達する処理場（平成 23 年度末）に分かれる。管路施設、処理場を問わず、

下水道施設は常時稼働のため経年と共に確実に老朽化が進む構造にある。管路施設はすでに 50 年を経

過している整備延長が約１万キロに達し、昭和 40 年代以降、急速に整備を進めたことによりその管路

の老朽化による更新投資が平成 20 年代から急増する時期に入っている。加えて、処理開始から 15 年を

経過し電気施設や機械の更新が始まる処理場施設が現段階でも約 1,200 箇所に達し、今後、急増するこ

とが避けられない。長寿命化等の取組みを進めたとしても、建設投資時期にすでに偏在が存在すること

により、更新投資の急増は避けられない。人口規模の少ない地方自治体の場合、汚水処理人口普及率に

も示されているように総じて新規建設投資の時期が遅かったことから更新投資の本格化まで一定のタ

イムラグがある一方で、大都市部の地方自治体では下水道整備への新規建設投資が早くから実施された

ため足元から更新投資需要が拡大している。今後、更新需要のピークに向けて地方自治体ごとに時期の

ずれはあるものの、再び下水道財政における投資負担が増加する局面を迎えざるを得ない。下水道事業

全事業の建設改良費（新増設+改良）の推移をみると、平成 15 年度３兆 859 億円から新増設分を中心に

順次減少し、平成 25 年では１兆 5,497 億円と約半分の水準となった。このうち改良費は、平成 15 年度

では 2,606 億円と全体の１割にも達していなかったものが、平成 25 年度では 4,100 億円となり、全体

の３割弱まで比率が高まっている。大都市部では、改良費が増加傾向となりその投資規模も新増設と同

レベルに達し始めていることに加え、新増設も増加する段階に有る。一方で、同密度が低い地方自治体

では、総じて大都市部に比べると改良分の水準は低い。しかし、同様に増加する傾向を示しており、経

年劣化と共にタイムラグはあるものの更新投資の必要時期が確実に到来する。 
 

（３）下水道事業の収益構造 

公共下水道事業の収益構造を汚水処理人口密度 100 人以上の大都市部でみると、平成 25 年度で料金

収入 3,886 億円であり、使用料単価（料金収入-年間有収水量）を汚水処理原価で除した経費回収率は

104.9%となり、料金収入は減少しているものの平成 18 年度の経費回収率 99.4%から上昇している。同

密度 50~75 人の中規模になると経費回収率は、平成 18 年度 69.1%から平成 25 年度 92.4%、さらに同

密度 25 人未満の小規模での経費回収率は、平成 18 年度 42.3%、平成 25 年度 67.6%となっている。下

水道事業の経費回収率は、全体として改善傾向にあり、かつ汚水処理人口密度が高い地方自治体の回収

率が相対的に高い状況にあることが分かる。 
料金収入が全体的に減少傾向の中で、経費回収率が改善している大きな要因は支払利息の減少にある。

下水道事業全事業で費用構造をみると、平成 15 年度の支払利息１兆 1,508 億円に対して平成 25 年度で

は 6,312 億円と半減近くに減少している。平成 18 年度に総費用に占める支払利息の割合は３割を占め
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ていたものの、平成 25 年度では２割にまで低下している。支払利息の減少は、①企業債残高の減少、

②高い金利の企業債の繰り上げ償還措置の活用による。今後、一段の金利低下が大きく期待できない中

で、低金利依存の経営改善には限界があることは明らかである。 
 
（４）下水道事業と地方財政 

以上のように、新規建設・更新投資等巨額の財政資金を必要とする下水道事業に対する費用負担の問

題については、これまでも総務省を中心に検討が重ねられ、見直しが進められてきた。①国、地方自治

体、使用者等の適正な費用負担を原則とし、②雨水公費・汚水私費の原則の下で汚水分のうち一部を公

費負担、③使用料が過度に高くなる等の事業がある場合には使用料対象範囲を限定することを費用負担

の基本原則としてきた。なお、③使用料が過度に高くなる等の事業がある場合には使用料対象範囲を限

定することに対する措置として、高資本費対策が設けられている。高資本費対策は、地理的条件や個別

事情によって使用者料金対象となる汚水資本費が高額となる事業（特定公共下水道・留意期下水道を除

く供用開始後 30 年未満の下水道事業）に対して、著しく高くなる使用料を抑制する目的で、一定水準

の使用料徴収（150 円/㎡）を前提に資本費の一部を公費負担する制度である。さらに、下水道の資本整

備に係る世代間負担の公平性を確保するため、資本費平準化債が導入されている。 
こうした地方財政措置の下での実施的下水道使用料を公共下水道について処理人口密度別にみると、

平成 25 年度で同密度 100 人以上 2,489 円、同密度 75~100 人未満 2,514 円と都市部では比較的低い水

準となっているのに対して、同密度 25~50 人未満 3,079 円、同密度 25 人未満では 3,191 円と高くかつ

上昇傾向を辿っている。この実質的下水道使用料には、家庭用排水だけでなく工場等業務用排水を含む

ベースであることから、家庭用排水について条例上の使用料で見ると同密度 100 人以上 1,750 円、同密

度 75~100 人未満 1,883 円と都市部では比較的低い水準となっているのに対して、同密度 25~50 人未満

2,789 円、同密度 25 人未満では 3,065 円となっている。いずれにせよ、使用料については、汚水処理人

口密度の高い都市部自治体が相対的に低く、公共下水道の使用料水準の分布は、同密度が小さいほど使

用料が高い状況にある。こうした背景のひとつには、新増設等に伴う企業債残高が相対的に大きいこと

がある。平成 25 年度で同密度 100 人以上の大都市では４兆 8,816 億円であるのに対して、同密度 25~50
人では同７兆 6,077 億円、同密度 50-75 人は同５兆 1,139 億円となっている。 
 
（５）今後の課題 

以上みてきたように、足元では汚水処理人口密度の高い大都市部の経費回収率も高く財務状況が良く、

同密度が低い地方自治体では厳しい財政状態にある。しかし、下水道事業は、経年劣化する大規模な装

置型事業であり、その持続性確保に向けては事業のライフサイクルコスト（新規投資、維持管理、更新

投資も含めた時間軸での把握による経営）を把握したうえでの戦略形成が必要となる。大都市部では、

今後、雨水対応に加え更新投資が急増する時期を迎えることが不可避であり、低金利による財務状態の

改善が見られる現状において積極的な更新投資への対応を行うことは重要な経営戦略となる。これに対

し、同密度が低い地方自治体では、人口減少局面を迎えた中で新規投資についての対応のあり方、そし

て、いずれ到来する更新投資への本格対応等を今から戦略として描く必要がある。そのためにも、ライ

フサイクルコストを把握し戦略を検討する前提となる公企業会計適用による実態把握に努めることが

まず前提となる。その上で、下水道事業を巡る制度のあり方についても同時並行的に検討していく必要

がある。 
 

   

 
5 



米国デトロイト市の破綻・再生処理 
上下水道事業の債務問題 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

米国ミシガン州デトロイト市が 2013 年７月に財政破綻したことは記憶に新しい。債務総額 180 億ド

ルに達する巨額の財政破綻は、その後、米国の地方自治体破綻及び再生に関する手続きを定める連邦破

産法第９章（財政危機に陥った地方自治体が財務情報の完全開示、破産法以外の法的手続きの完了等一

定の条件を満たしていることを前提に、債務者たる地方自治体が行政運営を継続しつつ財政再建に向け

た債務調整計画を策定することを可能にしている）に基づき手続きが進められ、2014 年 12 月に手続き

を完了し、再生の第一歩を踏み出すことになった。破綻から１年５カ月であり、この間、財政面では債

務調整手続きを経て財政負担の軽減を図るほか、様々な金融的手法が活用されている。 
2013年 12月にデトロイト市は、連邦破産法の適用について連邦破産裁判所から可とする決定を受け、

債務調整計画を策定し連邦破産裁判所に提出している。この債務調整計画は、債権分類ごとに構成され

ており、当該債権分類の債権者数過半数以上、債権金額 2/3 以上に該当する債権者の同意により、同債

権分類は債務調整計画に同意したものとみなされ、反対が多数となった場合は再び地方自治体と債権者

との交渉が行われ修正案を合意するまで積み上げ、最終的に連邦裁判所が公平・公正であると判断する

ことで破綻手続き完了となる。この段階を昨年 12 月にデトロイト市は迎えたことになる。デトロイト

市の債務調整計画では、８回にわたる修正案の協議が積み上げられている。なお、米国地方自治体も日

本の地方債同様に、起債を行う地方自治体の課税権等全信用を担保に元利返済の全責任を発行体が負う

いわゆる「担保付一般財源保証債」が存在し、本債権についてはミシガン州政府からの交付金に対する

先取特権付与されていることから回収率は 100%と想定されているため、基本的に本協議の枠外として

扱われている。米国地方自治体は、このほか償還財源となる税について税率の上限を設けている制限付

一般財源保証債等が存在する。 
本政策研究政策論説で「下水道事業」を取り上げている。デトロイト市の財政破綻、そして債務調整

計画の策定においても、装置型ネットワーク社会資本である上下水道事業の債務約 58 億ドルが大きな

争点となっている。デトロイト市でも上下水道事業は使用料等特定財源をベースに運営されることから、

債務は 100%返済されることを前提としていた。このため、債務約 58 億ドル中の約 53 億ドルは、特定

の収入によって返済されるレベニュー債によって調達されていた。しかし、現実の想定回収ではレベニ

ュー債について返済が困難になる可能性が明示され、債務調整計画においても大きな争点となったので

ある。この課題に対して、デトロイト市はレベニュー債について元利金の内容を勘案し買い戻す制度を

提示し、債権者は任意の判断で応じるか応じないかを決めることが可能とした。買い戻し価格は、レベ

ニュー債の銘柄ごとに額面に対して 70%台から 110%台までとされ、買い戻しされなかったレベニュー

債は従来のルール通りで返済される仕組みである。この買い戻し措置によって、約 15 億ドル分が処理

されている。このほか、ミシガン州内の地方自治体に低金利での資金を融資する同州金融機構が自らレ

ベニュー債を発行し調達した資金を融資プログラムを通じてデトロイト市に転貸することで、上下水道

事業のレベニュー債買い戻し等の財源を確保している。このほか、従来、ミシガン市以外の周辺地域に

サービス提供していた事業範囲をミシガン市に基本的に限定し、市以外へのサービス提供は別会社（公

社）を設立してスリム化を図っている。 
 

政策シグナル 

 

   

 
6 



台湾の経済発展段階と日本企業進出 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）台湾行政院。 
 
台湾の 2015 年 1-3 月期、実質 GDP 成長率は前年比 3.5%となり、昨年 10-12 月期同 3.3%に比べて

加速する動きとなっている。今後については、台湾経済への海外からの投資活動にも影響を与える要因

として、輸出動向の如何が挙げられる。とくに、台湾経済の輸出の 40%を占める対中国輸出の動向は、

短期的に台湾経済に大きな影響を与える。この中国経済に鈍化傾向がみえるほか、長期的要因として主

力の IT 関係のインド経済へのシフト動向等があり、台湾経済においても次の成長領域への移行が必要

な構造転換の時期となっている。 
以上のような足元の台湾経済の状況において、日本企業の台湾への進出が活発化し投資金額が拡大す

る傾向にある。台湾政府経済部の統計によると、2014 年の日本企業の台湾への進出は 488 件と前年の

618 件に比べると大きく減少しているものの、投資金額は 30%以上増加の 5.5 億ドル規模に達し、2015
年に入ってもこうした勢いに大きな変化はない。近年における日本企業の投資分野を見ると、非製造業

の領域がさらに活発化しており、企業件数では 2014 年 488 件中 392 件は非製造業で占められ、卸小売

業が最も多く全体の 40%程度を占めているほか、専門サービス・科学・技術分野、ホテル飲食業と続く。

こうした非製造業への投資は引き続き堅調に推移するものと見込まれるものの、土地・建物に関する賃

料等がとくに都市部、ビジネス優位性を有する地域で高水準で推移しているためコスト面からの制約が

高まる可能性もある。 
金額ベースでは、楽天カードの台湾子会社設立等に代表される金融保険業が全体の 21%を占めてトッ

プとなっており、次いで卸小売業が続き非製造業優位の構図と同様である。製造業については、半導体、

工作機械、自動車部品等が増加しており、台湾市場をターゲットとする投資と同時に台湾以外への輸出

をターゲットとした投資が増加している。この面では、国内経済のグローバル化も踏まえた規制改革、

TPP 参加も含め中国やアジア地域等との貿易に関する様々な交渉・対応の今後の進捗状況も台湾投資に

大きな影響を与えることが避けられない。2016 年１月の総統選挙、立法委員選挙に向けて、2015 年は

台湾での政策議論が活発化する時期であり如何なる内容の政策展開が提示されるかにより、海外からの

投資動向にも変化が生じることとなる。 
 

アジアリンク 
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愛知県小牧市における在宅医療の推進 
株式会社富士通総研 公共事業部  東 史人 

 

 
はじめに 

急速な高齢化に伴って増加する多様な医療・介護ニーズへ対応するため、平成 37 年を目途とした地

域包括ケアシステムの実現を目指し、国を挙げて推進されている在宅医療・介護の体制整備であるが、

制度的な支援等は進んできたものの、実際の提供体制の整備は地域によって様々で、あまり進んでいな

い地域も少なくない。 
本「政策研究３月号」では、体制整備における目標と実態との乖離を埋めるためにはどのような取組

が必要となるのか、これまで県や市から受託した調査業務等を通じて得られた知見等に基づき、概略を

簡単に紹介した。 
本稿では、関係者を巻き込んだ具体的な実践事例として、弊社の支援により、数年間をかけて在宅医

療・介護の体制整備に取り組んできた、愛知県小牧市（こまきし）の事例を簡単に紹介する。 
 
 
１．小牧市の概要と取組の背景 

①愛知県小牧市について 

小牧市は、濃尾平野の北東部、名古屋

市の北方 15km 圏内に位置する、人口約

15 万人の尾張北部広域行政圏の中心的な

都市である。面積は 62.82km²、東西約

15km、南北約９km と東西に長い。 
市の南部には県営名古屋空港や航空自

衛隊小牧基地があり、東名・名神高速道路

及び中央自動車道の結節点と２つのイン

ターチェンジ、主要国道や名古屋都市高速

等の幹線道路網を有する交通の要衝とな

っている。 
 

【出典】小牧市緑の基本計画 
 

②在宅医療・介護の体制整備の背景 

名古屋市に隣接する小牧市はベッドタウンとして高齢化の進展が遅く、財政も比較的健全性を保

っているが、将来は医療・福祉等の扶助費を必要とする後期高齢者人口の急増や、産業経済の担い手

であり担税力の高い 20～64 歳人口の減少が見込まれ、市を取り巻く環境が厳しくなっていくことが

予想されている。 
高齢化に対応したまちづくりは一朝一夕には整わず、地域の理解・体制整備も含め、一定の時間

を要することから、高齢化が進んでしまう前に着手し、その時に備えておく必要がある。そのため、

財政・人口等においてまだ比較的余裕があるうちに、将来に向けた対策を企画・実践できる体制・能

力を整備・育成しておく必要があった。 
 

事例研究 
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２．高齢者福祉医療戦略会議による検討 

①地域の関係者による主体的な検討 

高齢化に対応したまちづくりに向け、まずは具体的にどのような内容の取組が必要になるかを検

討し、その内容を計画的に推進していくことが必要となる。 
一般的な行政内部での検討ではなく、その後の検討結果内容の推進を考慮した場合、その主な推

進の担い手（＝地域の専門家等）が、自ら実践・推進することも想定した、必要な取組の検討が有効

であることから、地域の関係者を集め、検討することとなった。 
 

②市政戦略会議の活用 

小牧市では平成 23 年、市長のトップマネジメント機能を強化する市政戦略本部の中に「市政戦略

会議」を設置した。この会議は、市政運営における主要課題について民間・有識者等を交えて集中的

に議論する位置付けのものである。 
①の検討方法を実施する場として、この会議の主要課題の一つを「高齢者福祉医療」とし、平成

24 年２月から、高齢者福祉医療に係る市内の関係者を集めた「高齢者福祉医療戦略会議」を開催し

ていくこととなった。 
なお、市政戦略会議の主要課題としては、この他に「産業立地戦略会議」「自治体経営改革戦略会

議」が設置され、それぞれ関係者による精力的な検討が進められることとなった。 
弊社は、これら３会議の企画・準備、当日の運営（議論のコーディネート等）の事務局業務を受

託し、３ヶ年度に渡る精力的な検討を支援した。 

市 

市政戦略本部長(市長) 

協働を所管する部署の代表(市長公室長) 

高齢者福祉医療を所管する部署の代表(健康福祉部長) 

医療関係者 

市民病院の代表(小牧市民病院長) 

市内の医療機関の代表 

市内で在宅医療を行っている医療機関の代表 

福祉関係者 

介護サービス事業者連絡会の代表 

介護支援専門員連絡協議会の代表 

市内で事業展開する介護サービス事業者の代表 

社会福祉法人小牧市社会福祉協議会の代表 

小牧市保健センターの代表(所長) 

地域代表者 

地域のボランティア団体の代表 

特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワークの代表 

小牧市民生委員児童委員連絡協議会の代表 

表 1：高齢者福祉医療戦略会議の委員構成 

 
③会議での検討経過 

会議は、委員数が多く議題も幅広いことから、短時間で十分な議論ができるよう、各委員は事前

課題を提出、事前に各委員の提案・意見等を共有した上で、当日の議論に臨んだ。 
平成 24 年２月から開催されたが、いきなり在宅医療・介護の検討に入るのではなく、様々な分野

の委員の知見・経験等から、まずは 10 年後の小牧市における高齢者の生活イメージ（どの様な生活

ができる地域にしたいか）として様々な議論を経て、「医療」「介護」「住まい・住環境」「食生活」等

20 の将来像を整理・共有し（表３）、各将来像を実現するための課題を整理した。 
次に、20 の将来像の実現にむけた課題をクリアするために必要な施策や事業を整理し（表４）、

それを踏まえて各事業について具体的な実施方法・役割分担・スケジュール等を順に整理していくこ
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ととしたが、非常に膨大なために会議で検討していると時間がかかり過ぎること、また資金面や人材

面等から全てに注力することは難しいことから、委員により特に優先的に取組むテーマとして「在宅

医療・介護」と「支え合い」が選ばれ、この２つのテーマに絞って具体的に掘り下げて議論した。検

討・議論の過程では、参考材料として医師会員対象の在宅医療の実態調査等も行いつつ、最終的には、

平成 26 年度から平成 35 年度までに集中して行うべき取組を事業計画として取り纏めた。 
 

回 開催日 議題 
1 平成24年2月3日 ・10 年後の小牧市における高齢者の生活イメージ 

・今後の検討スケジュール 
2 平成24年5月11日 ・10 年後の小牧市における高齢者数等 

・課題抽出、整理①（医療・介護分野） 
3 平成24年10月19日 ・課題抽出、整理②（医療・介護及び住まい・住環境分野等） 
4 平成24年11月2日 ・課題抽出、整理③（住まい・住環境及び食生活分野等） 
5 平成25年2月1日 ・課題抽出、整理④（移動・交通等及び生きがい・就労/ライフデザイン分野等） 
6 平成25年4月12日 ・施策 1（在宅医療・介護）・施策 18（支え合い）の施策及び事業について 

・今後の検討スケジュール 
7 平成25年11月22日 ・施策 1（在宅医療・介護）の事業案について 

・施策 18（支え合い）の事業案について 

表 2：会議の開催経過 

 
分野 将来像 

医療・介護 1 病気になっても自宅で医療を受けられる 

2 病気や怪我の際、自分もしくは誰かのサポートで医療機関へ行き、十分な医療を受けることができる 

3 介護が必要になった際も、家族もしくは誰かのサポートやサービスを受けながら自宅で生活を続けることが
できる 

4 介護等の理由で自宅での生活が難しくなった際には、地域の中でサービスが整っている施設を利用するこ
とができる 

5 自宅で最期を迎えることができる 

6 健康な生活を少しでも長く続けられる 

住まい・住環
境 

7 家族とともに自宅に住み続けられる 

8 自宅で生活することが困難になった場合には、住み慣れた地域の中でサービスや施設環境が整っている
所へ住み替えができる 

食生活 9 食事の調達と用意を自分で行うことができる 

10 自分で食事の調達と用意ができない場合は、誰かが栄養バランスがとれた食事を用意してくれる 

11 好きなものを美味しく食べることができる 

移動・交通 12 自分が行きたいところへ、好きなときに、安全に自分で行くことができる 

13 自分で移動ができない場合には、自分以外の誰かが目的地へ連れて行ってくれる 

生きがい・就
労/ライフデ
ザイン 

14 働きたい人が無理なく働いている 

15 自分の趣味の活動を楽しんでいる 

16 自分の知識や経験を活かして家庭や地域で役割を担い、誰かの役に立てる 

17 家族・近隣とのコミュニケーションが十分に取れている 

 支え合
い 

18 地域にいる身近な人に、買い物やごみ出し等の日常の生活をサポートして貰える 

19 自分が誰かを支えられる時は、見守りや食事・移動等のサポートをすることができる 

経済面 20 生活を維持することのできる蓄え・収入がある 

表 3：会議で提案・共有された分野、将来像 
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将来像実現に向けた施策 事業 

1 

1.1在宅医療に関する啓発 
1.1.1本人・家族への在宅医療に関する啓発（ポスター・パンフレット等） 
1.1.2在宅医療従事者への在宅医療に関する研修 
1.1.3最期の迎え方とその準備に関する啓発（セミナー・冊子等） 

1.2在宅医療に関する情報整理・提供 
1.2.1在宅医療に関する情報整理 
1.2.2在宅医療に関する情報提供（ＨＰ・冊子等） 
1.2.3在宅医療相談窓口の設置 

1.3在宅医療提供体制の整備 

1.3.1在宅当番医体制の構築 
1.3.2訪問看護との連携体制構築 
1.3.3訪問介護との連携体制構築 
1.3.4在宅看取り体制の構築 

3 

3.1在宅介護サービス提供体制の強化 

3.1.1介護事業者誘致 
3.1.2シルバー人材の教育 
3.1.3シルバー人材によるサポート 
3.1.4シルバーハウジング(の生活援助員)の活用 
3.1.5地域協議会での介護サービス提供（事業部門・ボランティア部門） 

3.2在宅医療・介護サービス提供者の連携体制構築 3.2.1医療と介護の連携体制構築 

3.3在宅医療・介護環境づくりの支援 
3.3.1推奨改修事業者の登録・整理 
3.3.2自宅改修業者の情報提供 

4 4.1地域の空家等既存建物の活用 4.1.1高齢者シェアハウスの設置・運営 

6 
6.1高齢者の活躍の場の創出 

6.1.1定年退職後の生活設計の支援 
6.1.2「しゃべり場」の開催 
6.1.3人材と支援のマッチング 

6.2健診受診者の増加 6.2.1健診対象者・補助率等の定期的な見直し 

9 9.1食の自立支援の充実 

9.1.1買物代行事業者の登録・整理 
9.1.2買物代行事業者の情報提供 
9.1.3推奨配食事業者の登録・整理 
9.1.4推奨配食事業者の情報提供 
9.1.5配食サービス内容の見直し・廃止 

11 
11.1口腔衛生維持の啓発 11.1.1歯磨き会の開催 

11.2食事と会話を楽しむ機会の創出 
11.2.1近所で食事会 
11.2.2外食ツアー 

12 12.1高齢者移動支援の充実 

12.3.1デマンド交通の整備・運営 
12.3.2移動支援サービスの充実（外出チケットの行先制限等の見直し） 
12.3.3移動支援民間事業者に関する情報とりまとめ 
12.3.4移動支援民間事業者に関する情報提供 

14 14.1高齢者にあった就労支援 
14.1.1就労先への働きかけ（柔軟な勤務形態対応） 
14.1.2高齢者にあった働き口の創出 
14.1.3高齢者への就労促進(職業紹介) 

18 18.1サポートの仕組みづくり 

18.1.1ボランティアの育成 
18.1.2地域でのサポート体制・受け皿の整備 
18.1.3ボランティア情報とりまとめ 
18.1.4ボランティア情報提供 
18.1.5地域外の事業者の情報提供 

20 
20.1高齢期における金銭管理サポート 20.1.1日常生活自立支援事業 
20.2高齢期の生活への準備促進 20.2.1高齢期に向けたマネープランづくりの支援 

表 4：会議で提案・共有された施策・事業 

 
事業計画では、図１（冒頭のごく一部）に示すように、各事業について詳細化し、誰が、どの様

なスケジュールで取り組むのかを具体化・詳細化した。 
併せて、図２にあるように、これら数多くの事業の実施方法（取組の順序）も検討した。行政で

ありがちな「まずは体制の整備」から着手しても、実際の在宅医療の利用希望者が少ない・増えない

中では医療側の協力も進まないことから、市民への周知・啓発等による在宅医療の実践事例の着実な

増加によって在宅医療提供体制を拡充・強化していく（需要拡大に応じた供給体制整備）こととした。 
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図 1：具体的な事業計画（冒頭部分抜粋。全文は「小牧市高齢者福祉医療戦略プログラム」参照

http://www.city.komaki.aichi.jp/senryaku/5475/12340/012337.html） 

 

 
図 2：事業計画の進め方（在宅医療） 

 
これらの検討結果を「小牧市高齢者福祉医療戦略プログラム」として取りまとめ、平成 26 年 12

月に公表した。 
 
３．事業計画（プログラム）の実践状況 

検討段階を経た実施段階として、高齢者福祉医療戦略プログラムに基づき、実施できるものから予算

化し着手している。 
在宅医療では特に市民啓発と多職種連携を優先して取り組んでおり、市民啓発においては市民講演会

の開催、「わた史ノート（小牧市版エンディングノート）」や啓発冊子の作成・配布を、多職種連携では

「多職種・他業種研修」として医療・介護連携の事例検討会の開催を、それぞれ行っている。 
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①市民講演会 

“今から考えよう”シリーズとして、小牧市での医療や介護がどのように行われているかを、わ

かりやすく具体的に市民に伝えている。 
回 実施日 参加者 実施内容 

1 
平成 26 年
11月 15 日
（土） 

163 名 

テーマ「今から考えよう！医療～医療機関との関わり方～」 
◆シンポジウム 
（１）超急性期医療：小牧市民病院呼吸器内科部長兼地域連携室長 
（２）急性期医療：小牧第一病院内科部長兼地域医療連携担当医 
（３）在宅医療：サンエイクリニック院長 
◆会場のみなさんと意見交換 

2 
平成 27 年
1 月 17 日
（土） 

142 名 

テーマ「今から考えよう！在宅医療と介護～自宅で暮らしていくためには～」 
◆医療と介護、いろいろな支援の受け方 
相談窓口は？、介護なんてしたことがない…、自宅で医療を受けられるの？ 
小牧市にて医療や介護に携わる人達の寸劇により、各分野の役割をわかりや
すく説明。 
◆講話「今から考えよう！自分らしく最期まで生き抜くための準備～1,000名の
看取りから学んだこと～」（講師：小牧市民病院緩和ケアセンター部長） 
◆会場のみなさんと意見交換 

3 
平成 27 年
3 月 21 日
（土） 

181 名 

テーマ「今から考えよう！在宅医療と看取り～住み慣れた自宅での看取り～」 
◆講話「小牧の在宅医療の実際と今後の展望」 
（講師：サンエイクリニック院長） 
◆自宅で看取った方々からの体験談 
◆会場のみなさんと意見交換 

表 5：市民講演会の開催概要（平成 26 年度） 

  
図 3：市民講演会の開催風景（出典：第 3 回講演会チラシ） 

 
②市民向け啓発物 

「わた史ノート（小牧市版エンディングノート）」は、小牧市民病院緩和ケアセンター部長の監修

で昨年度末に完成し、本年３月の第３回市民講演会から配布している。また、啓発冊子も作成した。 
 

③医療・介護連携の事例検討会 

一般社団法人小牧市医師会や小牧市地域包括支援センターの協力を受け、市の主催により、医療・

介護の実務者が、事例を通して在宅医療・介護の連携についての実践的な検討を行い、知見やノウハ

ウを共有することで、市内での在宅医療・介護の実践者の増加を目指す研修会を開催している。 
回 実施日 参加者 実施内容 

1 
平成 26 年
6月26日 

137 名 
「市民病院から在宅につないだＡさんの事例」 
アドバイザー：ベテラン訪問診療医 
事例報告者：訪問看護師、訪問診療医、市社協ケアマネ 

2 
平成 26 年
9月25日 

147 名 
「小牧第一病院から在宅につないだＡさんの事例」 
事例報告者：小牧第一病院医療ソーシャルワーカー、地域包括支援センター
主任ケアマネ 

3 
平成 27 年
2月18日 

109 名 
「困難とリスクを伴いながらサポートしたＡさんの事例」 
事例報告者：訪問診療医、ケアマネ、訪問看護師 

表 6：事例検討会の開催概要（平成 26 年度） 
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④今年度の取組予定 

平成 27 年度は、昨年度実施の市民講演会や多職種・他業種研修会の継続に加え、新たに在宅医療

サポートセンターや（仮称）在宅医療・介護連携推進協議会の設置・運営を進める予定となっている。 

在宅医療サポー

トセンター運営

補助 

小牧市医師会が、地域医療介護総合確保基金を活用した在宅医療サポートセンターを

設置し、「市民や開業医等からの在宅医療に関する相談」、「かかりつけ医の普及啓発」

や「訪問診療導入研修」等在宅医療に参入する医師確保の取組への支援、在宅医療を

後方から支えるための医療従事者への支援、病床確保のための体制づくりへの支援 

在宅医療推進協

議会運営 

医療、介護をはじめとした関係機関で構成する「（仮称）在宅医療・介護連携推進協議

会」を設置し、実務者レベルでの協議により現状課題の抽出やその共有化を図り、推進

施策を検討。現在は設置に向けた調整中 

市民講演会 1 回開催予定。内容等は、（仮称）在宅医療・介護連携推進協議会において検討 

多職種・他業種

研修会 
2 回開催予定。内容等は、（仮称）在宅医療・介護連携推進協議会において検討 

表 7：平成 27 年度の取組 

 
４．おわりに 

ご一読頂いておわかりかと思うが、上で紹介した実践例は非常に一般的な検討・実施手順と言える。

しかしながら、多くの地方自治体では、内容や手法等は既に十分にわかっているものの、実際に実践す

ることができていないのが実態と言える。小牧市も検討した事業計画の展開途上ではあるが、少しずつ

ではあるものの、計画を検討した者（地域の関係者）により計画を着実に推進・履行できていることが、

この事例における重要な示唆ではないかと弊社は考えている。 
このことから、地域における在宅医療・介護の提供体制の整備は、もはや取り組むべき内容等の検討

ではなく、地域の関係者により如何に実践できるか（また、そのための仕掛け・体制等が組めるか等）

が重要ではないかと考えられる。 
2025 年の地域包括ケアシステムの実現に向け、全国各地で、地域の実情に応じた、多種多様な取組

に着手されており、弊社も微力ながらご依頼に応じ各地域での体制整備に向けた支援を展開している。

本稿で紹介した事例等も含め、これまでの豊富な医療・介護関連の知見・経験を活かし、今後とも、各

地域の実情を踏まえた普及促進の支援に貢献していきたい。 
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