
ISSN：2187-1132 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  2016 No.５（2016 年８月号） 
 

 

 

 

 

 

●●レレポポーートト：：政政策策論論説説  憲法改正議論と地方自治（２） 

宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●●レレポポーートト：：政政策策シシググナナルル  生活社会資本整備と生活コスト 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●●レレポポーートト：：アアジジアアリリンンクク  新憲法国民投票後のタイ 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●●レレポポーートト：：事事例例研研究究①①  「大阪市における生活扶助費のプリペイドカード活用モデル事業」の

結果報告 

高村 茂 （株式会社富士通総研 公共事業部） 

 

●●レレポポーートト：：事事例例研研究究②②  日本と ASEAN をつなぐクルーズのモデルルート 

坂野 成俊 （株式会社富士通総研 公共事業部） 

 

●●レレポポーートト：：政政策策解解説説【【医医療療・・介介護護】】    

市区町村における在宅医療・介護連携推進事業の課題と 

実施上のポイント（2） 

 赤田 啓伍 （株式会社富士通総研 公共事業部） 

 

 
 



 
憲法改正議論と地方自治（２） 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
はじめに 

2016 月７月 10 日の参議院議員選挙では、自民党を中心に改憲派が勝利し議席の 2/3 を占め、憲法改正

の発議を行うことが可能な国会の構図となった。民進党等野党も憲法改正に関する議論にどう向き合い展

開するか重要な課題となっている。こうした流れを受けて、前回の本レポートから今後の憲法改正議論の

中で「地方自治の本旨」をいかに位置づけるのか、そして「本旨」を受けた地方自治の具体的争点とは何

か整理している。１回目の前回は、最も基本となる地方自治の本旨、下からの民主主義、積極的自由の基

本原則について整理した。２回目となる今回は、地方自治の本旨についてさらに掘り下げると同時に、地

方自治の本旨の中核として議論されることが多い「団体自治」と「住民自治」について検証する。 
 
１. 地方自治の本旨 

（１）制度保障か天賦人権か 
前回も触れたように憲法第 92 条では、「地方自治の本旨」に基づき地方公共団体の制度づくりを行う

ことが求められている。これを受けて地方自治法第１条でも「地方自治の本旨」が謳われている。地方

自治の本旨は、団体自治と住民自治を柱として説明されることが多く、団体自治は地方自治が中央政府

から自立・独立した組織体によって運営され、その意思と責任によって担われる「自由主義的視点」か

ら論じられる。この団体自治の前提ともなる住民自治は、地方自治が住民の意思によって担われるとす

る「民主主義的視点」から論じられる内容であり、地方自治は以上の点から自由主義と民主主義のふた

つの側面をもって形成されている。一方で、地方自治の本旨の具体的な内容、すなわち法令による立法

内容をどこまで具体的に規律するものであるかについては不明確あるいは流動的であり、憲法だけでな

く地方自治法も明示しておらず、その内容は解釈に委ねられてきた。このため、地方自治の本旨に関す

る具体的な内容は、立法あるいは法解釈において決まってくる抽象的・弾力的な位置づけとされ、その

結果、地方自治に関する立法と法解釈に対する規範的機能の限界も指摘されてきた。 
こうした性格を持ってきた地方自治の本旨に関する司法の判断も、地方自治の制度は制度として保障

するものであり、具体的な地方自治の内容を保障したものではないとする制度的保障説の色彩が強く、

憲法の精神に照らしたうえで立法者の決定に委ねられる（最高裁大法廷昭和 37 年３月７日判決=警察権

の都道府県への移譲問題、福岡地裁昭和 55 年６月５日判決=課税権問題）等の内容となっている。日本

国憲法で定められた地方自治の本旨について通説も制度的保障説をとり、地方自治という制度を保障し

たものであり、地方自治制度自体は法律によって侵すことはできない憲法規範であるものの、その制度

内容については立法者の判断に委ねている。日本は単一主権の国家として、地方自治体の権限や機能は

国から与えられるものであり、基本的人権同様に天賦人権的な考え方は基本的に組み込まれてこなかっ

た。しかし、近年において国家に対して個人が固有不可侵の基本的人権を有すると同様に、地方自治自

体も固有の基本権・天賦人権に位置づけようとする流れも強まっている。今後の憲法改正議論でも地方

自治の本旨を制度保障とするか、それとも天賦人権的に位置づけるか本質的かつ国の姿にも影響する大

きな争点である。この点を不明確にしたままでは、道州制、大都市制度議論も含め地方自治充実の方向

性は明確にできず停滞させる要因となる。 
 
（１）本家の公共性、分家の公共性 

地方自治の位置づけは、「本家の公共性」と「分家の公共性」概念からも整理できる。本家の公共性

とは、本家が一族の共通の利益を決定し、分家は本家が決定した共通の利益に従う構図を意味する。そ

こでは、本家が決定した共通の利益と異なる分家の利益は認められない。したがって、一族全体として

共通の価値観を持って行動することのみが許される。そうした共通の利益を本家が決定する反面、本家

が決定した価値観に従う限り（本家の体力が維持されていることが前提）、分家の生活は本家によって
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保障されることになる。 
以上の構図は、戦後、これまでの日本の中央集権型社会システムに当てはまる。国という本家が公共

性という抽象的概念の中身を決定し、分家たる地方自治体は国が決定した中身を実現するために行動す

る。その反面、活動し生活するための必要な資金等は国が保障する構図である。こうした縦型の公共性、

画一的公共性の構図によって、中央集権型社会と均衡ある国土の発展は着実に進んできた。地方自治の

本旨の明確化、地方分権の議論は、本家の公共性と分家の公共性の関係をいかに構築するかの議論でも

ある。そのことは何を意味するか。地域ごとに異なる公共性をさらに広く認めるか否かの議論である。

全国共通して実現するべき公共性もある。たとえば、憲法による生存権の保障を実現するための生活保

護制度の維持等である。しかし、必要とする社会インフラとその造り方、地域政策のあり方や規制の仕

方等各地域の自然環境、社会環境などによって大きく異なる。こうした異なる価値観を認め合い、相互

に尊重し合う横型の公共性の概念が求められる。そこでは、地域による違いを認め合い、地域が相互に

尊重し合うことが公共性である。しかし、同時に「本家の公共性」と異なり、自らの活動や生活の基盤

を本家たる国に求めることは限定的となる。地域がそれぞれ自立し支え合う意識の中ではじめて成り立

つ制度である。 
前述したとおり日本国憲法に対する通説は、地方自治の本旨を制度的保障として位置づけている。同

時に、憲法は地方公共団体の記述を条文上掲げているものの、フランス共和国憲法等諸外国の憲法に比

べても何が地方公共団体かその内容を明確にしていない。このため、日本国憲法が都道府県・市町村の

二層制についても憲法上は直接の保障対象ではないとする説、保障対象とする説、地方自治を踏まえる

限り立法政策上の問題とする説等議論があるほか、普通公共団体と特別公共団体の関係をいかに位置づ

けるのか等基本的問題についても争点となっている。 
 
２.基礎自治体優先の原則、補完性の原則 

住民自治、団体自治の概念に加えて、地方自治の本旨を論じる場合に指摘されるのが「基礎自治体優

先の原則」、「補完性の原則」である。基礎自治体優先の原則とは、中央政府と地方自治体間の事務配分

や権限について、まず住民に一番近い基礎自治体（市町村）に優先的に配分し、配分された事務や権限

が処理出来ない場合はより広域の自治体（日本の場合は都道府県）、さらには中央政府（国）に委ねる

とする「下からの民主主義」を支える原則でもある。また、補完性の原則は、基礎自治体優先の原則の

根底として「家族でできることは家族で」、「家族でできないことはコミュニティで」、「コミュニティで

できないことは基礎自治体」でという地域を支える根本的理念を明確にする。日本国憲法上、この基礎

自治体優先の原則、補完性の原則を明確に規定した条文はないものの、地方自治法第１条の２では住民

に身近な行政は出来る限り地方公共団体に委ねるとする規定をおいている。ただし、国と地方の役割分

担の基本について「その他の国が本来担うべき役割を重点的に担い」とする「その他」条項の内容を持

つなど不明確な点が存在する。 

以上の基本的理念を明確にした上で地方公共団体の条例制定権の機能と位置づけ、地方自治と財政権

の基本的関係、住民投票制度、地方議会と首長の二元代表制のあり方などが課題となる。日本国憲法の

地方自治の問題は、国の姿に関する最も基本的な問題であると同時に、超少子高齢化、グローバル化が

進む中で法の下の平等や基本的人権のあり方等広範な関係を有する課題である。この課題を除外あるい

は積み残した憲法改正議論は空虚かつ無謀な議論ともなりかねない。 
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生活社会資本整備と生活コスト 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

地方公営企業を巡る経営戦略の策定の重要性が著しく高まっている。経営と「将来世代のコスト負担等

を極力拡大させず現役世代のニーズを最大限に満たすため、限らけれた資源を有効に活用すること」であ

り、戦略とは「複合的視野、すなわち縦割りを克服した横断的視野で資源を効果的に活用すること」であ

る。経営戦略の進化とは、外部環境の変化に合わせて経営の形態や機能を受け身的に見直すことを意味す

るのではなく、地方公営企業の経営に関して少なくとも常に累積的変化を体系的に続け、さらに高次のレ

ベルの事業モデルの実現に努力し続けることを意味する。 
とくに、人口減少・高齢化、そして資源制約の時代となり、装置型ネットワーク系の生活インフラであ

る上下水道の今後のあり方は、事業の継続性だけでなく、使用料金の上昇から住民の生活コストの高まり

を通じた地域間競争力の低下を生む要因でもある。従来の枠組みを前提とした範囲での地方公営企業の改

革議論だけでは、解決策が見えない構造的課題を深める。構造的課題とは、相互に排他的な解決点を持つ

二つ以上の考えが地域に共存すること（共通の解決点が独自では見いだせない状況）である。少子高齢化、

財政危機等地方自治体が活用できる資源制約が強まるほど地域間・地域内の利害関係が対立し、相互に調

整困難な問題が並列的に存在する構図が頻発する。住民相互の解決への考え方が矛盾して共存しているた

め、地方自治体内だけではその解決のための妥協点を確定できない構造である。たとえば、下水道事業の

構造的課題とは、使用料金等に関する現役世代の負担の軽減・抑制を優先すれば、今後の施設の更新投資

等の増加を通じて次世代の負担拡大を不可避なものとする。そのことは、将来の地域の活力を低下させる

と同時に次世代のニーズを奪い持続性の確保を困難にする。現在の利害関係者間の損失を最小化し、現実

的・妥協的な結論に到達することで問題の本質を回避する手段では解決できない時代となっている。下水

道事業の将来像に関してリスクも含めて危機的な構図を住民と共に共有し、その上で、新たな事業モデル

を模索することも重要となる。こうした構造的課題から脱却するためには、経営戦略の前提となる財務会

計をはじめとした情報とそれに基づく意思決定の新たな流れを形成する必要がある。その核となるのが地

方公営企業の「効率化・経営健全化の取組み方針」で求められている投資・財政計画、すなわち「収支計

画」である。 
この経営戦略の収支計算では、10 年以上の計画期間を基本とし、①効率化・経営健全化のための取組

方針を示した上で、「投資試算」をはじめとする支出と「財源試算」により示される収入が均衡すること

を目指すこと、すなわち「収支均衡」を求めることが求められることが多い。ここで地方公営企業として

収支均衡を経営的に目指すことと、収支計画において収支均衡の設定を形式的に必然とすることでは意味

が異なる結果となる。可能な限り収支均衡を実現することが経営の目的であっても、計画上収支均衡を前

提とすることは、地方議会や住民との関係で最も重要な地方公営企業の経営実態の共有を困難にする要因

となるからである。収支均衡を計画上不可欠とすると、一定の利害関係調整を必要とする料金値上げや設

備投資の合理化に向けた見直し、経営統合や事業統合等の経営形態の見直し議論を実質上困難とし、形式

的に普通会計からの繰入金等を確保することで見せかけの収支均衡を作り上げる結果となるからである。

とくに、首長や地方議会に選挙による任期があると共に、行政組織内でも一定の期間による定期的人事異

動が生じる中では、むしろ形式的収支均衡を前提とするのではなく、地方公営企業の経営実態を明確化す

るため収支不足額を率直に明示できる計画づくりの環境を整備することが不可欠である。もちろん、こう

した収支不足額を明示すること自体に対する批判的責任論が生じる可能性はあるものの、地方公営企業と

して自己収入で経営することを原則としている組織体としては最低限共有しなければならない点とし、そ

の上で不足額を解消する選択肢をひとつに限定することなく計画上、広範に認識し共有することが重要と

なる。事業実態の見える化である。 
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新憲法国民投票後のタイ 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）タイ中央銀行資料より作成。 

 

2016年1-3月期のタイの実質GDP成長率が前年比3.2%増となり、景気動向が加速する結果となった。

その主因は、海外からの観光客の回復、サービス輸出の増加にある。一方で内需は、芳しくない動きが続

いており、タイ国内への直接投資も頭打ちの現状にある。この背景には、1-3 月期時点では新憲法の是非

を問う国民投票を控え、反対勢力等の動きが活発化し政治的にも不安定な状況にあるため、当面、投資等

について積極的な姿勢が維持できるか予断を許さない段階にあったことによる。その新憲法に関する国民

投票が８月に実施された。周知の通り、タイでは 2015 年５月に軍事クーデターが発生し、軍政が２年以

上も超法規的権力を握る状態となっていた。クーデターによって「2007 年憲法」が停止となり、翌６月

に施行された暫定憲法に基づいて組織された憲法起草委員会により、タイ新憲法草案が起草されている。

民政復帰への一歩となるのが、今回実施された新憲法草案に対する国民投票である。この新憲法草案に関

する国民投票の結果は、「設問１:新憲法草案の採択：賛成 61.35%，反対 58.65%」、「設問２:首相選出

に上院も関与：賛成 58.07%，反対 41.93%」となり、国民投票で承認された新憲法の下で下院選挙を

含む民政復帰に向けたプロセスが始動する。今後は、タイ国王の裁可を経て新憲法は発効し、選挙関連法

の整備を経て 2017 年半ば以降に下院選挙が実施され，同年末までに民政復帰の見込みとなっている。新

憲法の主な特色としては、①首相が下院議員であるべきことが明記されておらず、実質的に非議員も就任

が可能であること、②施行後５年間、上院は官選議員（定数 250）で構成すること、③非常事態の認定及

び判断は、憲法裁判所長官が招集する合議体（国会議長，首相等）に委任すること、④新政権発足まで

2014 年のクーデターを主導した国家平和秩序維持評議会（NCPO)が存続し、これまで同様の完全な権限

を行使すること、などである。 
テロ的事件の発生等不安定な国内事情に加え、今後も政治議論において紆余曲折が予測されるものの、

国民投票により民主化への道筋が明示されたことは、タイの実体経済に対してもプラス要因となる。金融

市場の動向にも左右されるものの市場ファンダメンタルズの改善が続けば、タイへの直接投資も拡大し内

需の安定にも寄与する。ただし、内需が低迷している大きな要因としては、チャオプラヤ川の大洪水以降、

家計の債務残高が大きく増加していることにもある。このため、所得拡大や金利の引き下げが消費等内需

の拡大に結び付く効果が限定的となる可能性があり、タイの経済政策もリスクを抱えているといえる。 

アジアリンク 
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「大阪市における生活扶助費のプリペイドカード活用モデル
事業」の結果報告 

 株式会社富士通総研 公共事業部 高村 茂 

 

はじめに 

筆者はこの政策研究の 2014 年 12 月号に「『大阪市における生活扶助費のプリペイドカード活用モデル

事業』の概要とその意義」と題して、モデル事業の概要や事業の概要、法的位置づけ等について提示した

ところである。 
本稿は、モデル事業が実証期間を終えたことから、前述モデル事業の概要を復習し、モデル事業の結果

を報告するとともに、今後の課題等について提示することとしたい。 
 

１．「大阪市における生活扶助費のプリペイドカード活用モデル事業」の概要 

（１）事業目的 

生活扶助費の一部について、プリペイドカードを用いて利用することにより、受給者の金銭管理支援と

貧困ビジネス事業者の排除可能性を検証する。 
 

（２）事業期間 

2015 年５月１日（金）～2016 年３月 31 日（木） 
 

（３）参加者 

57 名（単身者 27 名（うち障害者世帯 14 名）・２人以上家族 33 名（うち母子世帯 29 名）など） 
モデル事業に参加を希望する受給者（以下、「参加者」という。）は開始前の想定よりも大幅に少なかっ

た。この理由はいろいろと考えられるが、「自らの申出」と「スマートフォンの利用」が参加の条件とな

っており、思いの外ハードルが高かったものと思料する。 
 

（４）事業内容 

大阪市が、参加者にプリペイドカードを配付し、生活保護費の一部（今回は一律３万円）を毎月初めに

チャージした（カード発行者は大阪市）。参加者には日常生活に必要な物をプリペイドカードで購入して

もらった。 
利用状況やチャージ状況は参加者本人がメールやウェブで確認可能であり、参加者は日常の金銭管理に

役立てることができた。参加者アンケート・福祉事務所アンケート・インタビューにより、現状・課題を

検証した。 
 

（５）実施体制 

本モデル事業の実施体制は図表に示すとおりであり、2014 年 12 月に三者でモデル事業実施に係る基本

協定を締結し、実施した。 

事例研究① 
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図表１ 本モデル事業の実施体制 

 
 

２．利用動向の概要 

（１）カード利用店舗・パターンの動向 

モデル事業を開始した 2015 年５月から 2016 年２月までの利用動向件数（5,992 件）のベスト 10 は下

図のとおりであり、スーパー、コンビニ、EC 通販の利用が多くなっている。 
EC 通販を除けば、スーパー、コンビニといった業種は、生活するうえで必要な物販・サービスを行っ

ている業種であり、現金利用の場合でも、同様に利用されている業種であると考えられる。 

 
 
利用状況を具体的に見てみると、利用件数のおよそ 1/3 を占めているのがスーパーであり、以下、コン

ビニ、ドラッグストア、ホームセンター等、日用品、買回り品等の購入にカードが利用されている。スー

パーやコンビニでは、少額決済の場合はサインレスの店舗も多く、参加者も利用してみると釣銭等やり取

りもなく短時間で決裁されることから、「使ってみたら非常に便利」だということが実感され、繰り返し

利用につながっていると考えられる。 
コンビニは利用件数では２位であり、スーパー同様にリピート利用が多い（スーパーとコンビニを合わ

せると利用件数は全体の７割を占める）。特に、大阪市内では店舗数も多いことから、身近な店舗として

利用されている。 
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（２）EC通販の利用傾向 

今回、プリペイドカードで利用できる特徴的な業種が EC 通販である。 
EC 通販については、現金では利用できずカードだから決済ができるサービスとして、実施前から利用

されると考えていたところであったが、実際に EC 通販は利用件数・利用金額で３位であり、参加者はプ

リペイドカード決済の特徴を活かした利用をしていると言える。 
EC 通販の利用先は Amazon や Google、Apple iTunes Store がトップ３となり、事前に想定していた

ネットスーパーの利用は、件数ベースで４％と低調であった。 

 
 
（３）月次の利用傾向 
次に、カード利用件数や利用額の傾向を見ると、毎月上旬⇒中旬⇒下旬の順に利用件数が減少していく

傾向が見られた。 
この理由として、２つの可能性が考えられる。 
１つ目は、今回生活扶助費はカードと現金の２通りで利用できるようになっているが、利用者はまずは

カードの方から利用し、現金利用を後回しにしているという仮説である。これは、カードはどうしても利

用できない店舗があるため、月末に向けて購入しなければならない物品が出てきた時の対応を考えて、カ

ードにチャージされた分から先に利用しようという意識が働く、というものである。 

 

２つ目は、そもそも生活扶助を受けている人の消費パターンが、支給後に利用が集中する傾向にあると

いう仮説である。 
１つ目の仮説は、プリペイドカードを導入したことによる「新たな消費パターンの発生」であり、２つ

目の仮説は「従前の現金消費パターンの継承」である。今回のモデル事業では、どちらの仮説に基づくと

考えるのが合理的かという断定はできないが、前図のように、上旬の利用金額合計は、中下旬のそれより

も相当程度高いことを考えれば、「従前の現金消費パターンの継承」の可能性が高いと推察される。 
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このように、これまでの現金給付では把握できなかった消費パターンが、プリペイドカードの導入に

よって把握できることとなる。 
この消費パターンを見るならば、毎月初めに１回生活扶助費を支給するよりは、例えば、月初と月半

ばに支給した方が、生活扶助費本来の目的を達成しやすいのではないかと考えられる。このように、プ

リペイドカードの導入は、生活扶助費の制度内容をより目的に沿ったものにしていくための、実態把握

のツールとして活用できると考えられる。 
 

一方で、利用状況を見ると参加者の利用パターンは２極分化しており、 
 カードを使う日にはまとまって使うパターン（１日に 10 回以上決済を行っている日が複数回

ある参加者もあり） 
 毎日もしくは２～３日に１～２回の決済で使うパターン 

などがある。 
この点についても、これまでの現金支給では、どのように生活扶助費が使われているかのデータは全

く存在していなかったわけであるが、今回のモデル事業を通して、これまで把握できていない「消費パ

ターン」が明らかになったと言える。 
 
（４）平均利用単価の状況 
次のグラフは、今回のプリペイドカード利用に係る平均単価を示しているが、概ね１回当りの決済額

は 2,000 円前後と推察される。電子マネーの平均利用単価が 600～700 円、クレジットカードの平均利

用単価が 12,000 円程度であることを踏まえると、電子マネーに近く、現金同様の日常的な決済手段と

して利用されていると考えられる。 

 

 
カード決済には、わが国ではほとんど普及していないデビットカードという決済方法がある。これは

自分の銀行口座から即時決済される仕組みであるが、即時決済という位置づけではプリペイドカードは

デビットカードに近い。米国のデビットカードの平均利用単価は 20～30 ドル程度と言われており、今

回のプリペイドカードの利用単価に近いことが分かる。この点からも、参加者の通常購買に係る決済手

段として利用されていると考えられ、現金で決済する場合でも、おそらく同程度の単価であろうと推察

される。 
また、平均利用単価の時期的変動を見ると、12 月下旬が最も利用単価が高いことがわかる。 
これは、１月分の支給が 12 月 26 日と前倒しになっていること、また、前倒しの理由でもあるが、や

はり日本人にとって年越しが大きなイベントであることに加え、利用者は、12 月 30～31 日の金融機関

休業日でも出金手数料を気にすることなく、現金同様に利用できるプリペイドカードの特長を理解して

利用していることも影響しているものと推察する。 
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（５）高額決済の状況 
プリペイドカードでは、高額決済の状況も把握可能である。 

 
 
月次チャージ額の半額（15,000 円）以上を１回の決済で支払っている件数は 33 件あり、うち 26 件

は 10 名で実行されている。５件の高額決済が１名で、子供向け衣料品や玩具を購入している。一方、

３件の高額決済を行っているうちの１人は、３回ともスナックで利用している。もう１人は３回とも携

帯電話の利用料金を支払っている。 
利用が適切であるかどうかを検証することは今回のモデル事業の目的ではないが、個人を特定しなく

ても、以上のような利用パターンや高額決済の動向を把握することが可能となり、ケースワーカーが金

銭管理に向けてデータを確認し、適切なアドバイスを行うことが可能となって、自立支援のための指導

内容に反映させることができると考える。 
 
（６）発生したトラブル等 
モデル事業を開始してから情報提供を受けたトラブルは２件のみである。 
１件目は、モデル事業開始当日に、あるスーパーで利用できないことが報告された。これは単にイン

フラ側の設定ミスであり、すぐに解消した。 
２件目は、参加者が返品をしたケースである。プリペイドカードで決済後に返金する場合には、実際

に返金されるまで時間がかかる旨、事前に配付した「ご利用の手引き」にも明記しているところである

が、ある参加者から「返金されない」と電話での問合せが発生した。事情を理解いただき、すぐに解決

している。 
 
３．明らかになったメリット・課題等 

（１）行政から見たメリット・課題等 
モデル事業開始後に大阪市の５区の生活保護担当課長（計６名）及びスーパーバイザー（ケースワー

カーの管理者）（計３名）に対してインタビューを行った。 
参加者の参加理由や対象者の拒否理由、モデル事業を知ったきっかけを確認した結果は次のとおりで

ある。モデル事業を知ったきっかけは、ケースワーカーの案内が多く、メディアで知ったなどがあった。 
参加理由は、インターネットで買い物したい、新しいことを試しに取り組んでみたい、小銭を出す必

要がない、謝礼、お金を貯めたいなどであると認識している。拒否理由は、利用店舗数の制約やスマー

トフォン・パソコン利用の制約、不安感などがあったということである。 
プリペイドカード導入の行政側のメリットとしては、いざというときに 29 条照会で支出状況を把握

できることなどが挙げられた。一方で、デメリットについては、手続が複雑で手間がかかるなどが挙げ

られた。 
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（２）参加者から見たメリット・課題等 
利用後３ヶ月が経過したモデル事業参加者に対して、郵送または区福祉事務所での手交により、アン

ケート調査を実施した。 
 

・ メリット 

 出歩くことなくインターネットでまとめて買い物できることが便利 
利用動向の項でも述べたが、プリペイドカードの特徴として、インターネット決済ができることが挙

げられるが、その特徴が大きな利便性につながっているとの声があった。最近ではネットスーパーも認

知度が上がり、重い米などの購入には大きなメリットになっていると考えられる。 
 小銭を出す必要がなく便利、残高確認により支出管理が便利、お金を貯めることが便利 

プリペイドカード決済の際には当然のことながら小銭を出す必要はないが、実際に利用してみること

によって、改めてキャッシュレス決済のメリットを味わったとの声があった。また残高確認により支出

管理を行いやすくなったという参加者もいた。さらに、振込口座とは別の支払いチャネルとしてプリペ

イドカードを位置づけ、利用を控えることが貯金につながるという利用方法をとっている参加者もいた。 
 
・ 課題 
 初期設定がうまくできない 
メールアドレス等初期設定については「ご利用の手引き」も作成していたが、やはりうまく設定でき

ないという声があった。メールアドレスは個人情報でもあり、本人入力が原則ではあるが、何か簡易な

方法があれば、より使いやすいシステムになると考えられる。 
 利用できない店舗が多く不便 

普段参加者が利用している小規模店舗やディスカウントストアでは、まだカード決済を受け入れてい

ないケースが見られる。少しでも安いものを購買したいという参加者が多い中、利用できない店舗が多

いのはデメリットになる。 
 複数世帯のうち世帯主のみしか設定できず不便 

今回のモデル事業では、世帯主のみにカードを貸与しているが、買い物に行くのが世帯主でない場合

も想定されることからこのような課題が提示された。これは今後連携した家族カードを発行することに

より、容易に解決できるものと考えられる。 
 返金に時間がかかる 

返金に時間がかかるといった声があったが、この要因は店舗側の対応によるため、一律改善すること

は困難である。利用する際に返品が発生しないよう決済する商品を確認するよう啓発することが重要で

ある。 
 
４．今後のプリペイドカードの行政利用に向けて 

今回のモデル事業の結果に基づき、行政の視点によるプリペイドカード導入の課題を整理すると次の

とおりである 
① カード入金額の弾力化 

モデル事業では、カード入金額を３万円に固定した。そのため就労世帯で入金額３万円に満たない生

活扶助費の場合、参加することは困難であったため、入金額を上下させられることが参加要件の緩和に

つながる。 
② 利用店舗数の拡大 

受給者が普段利用している店舗（安価なスーパーなど）で使用できないため、購買ニーズを満たせな

いことから、利用店舗数を拡大することが参加の障壁を下げることにつながる。 
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③ パソコンやスマートフォンなしに携帯電話のみで利用可能な仕組みの導入 

モデル事業では、パスワード変更や利用明細の確認のため、パソコンやスマートフォンの利用可能世

帯に限定した。受給者は一般的な携帯電話は保有しているものの、パソコンやスマートフォンは保有し

ていないことが多く、携帯電話の電話機能による残高確認の仕組み等があれば、利用要件の緩和につな

がる。 
④ 庁内事務手続の簡素化 

モデル事業では、募集から運用、停廃止の手続は、ケースワーカーの仕事となっており、参加者が増

えれば増えるほど、ケースワーカーの負担が増える構造となっている。ケースワーカーに対する誘因を

設ける、もしくは庁内事務支援体制を民間企業側で整備することでケースワーカーの負担を下げれば、

募集活動の活発化につながる。 
⑤ 対象となる受給者属性や利用イメージの明確化 

モデル事業の説明会の説明では、対象となる受給者属性が明確化しておらず、どのような対象に募集

活動を展開すれば良いか分からないという意見があった。そのため、対象となりうる属性や利用イメー

ジを明確化することが募集活動の活発化につながる。 
⑥ 家族カードの導入 

モデル事業では家族カードを発行しなかったため、世帯主の利用に限定された。世帯主以外が簡易に

利用できるよう、家族カードを導入すれば、参加の障壁を下げることにつながる。 
⑦ ポイントの付与 

現行法制度上、必要な受給者にプリペイドカードの保有を強制できない以上、プリペイドカード保有

の誘因が必要であり、ポイントの付与は検討課題である。一方、収入認定との関係整理が必要。 
⑧ 入金額の一定金額までの現金出金可能な仕組みの導入 

現金が必要になることもあり、一定金額までの現金出金可能な仕組みがあれば、口座管理・振込を行

う必要性もなくなる。一方、金融庁との法的関係整理が必要。 
⑨ 利用明細の視認性向上 

利用明細が見にくいとの意見があり、利用明細の視認性向上を図る必要がある。 
⑩ 支給回数の弾力化 

一気に保護費を使用してしまう受給者の金銭管理のためには、支給金額を限定化し支給回数を多くす

るなどの方法により、より金銭管理支援という課題解決に資するツールとなる。 
 
おわりに 

今回のモデル事業は、大阪市にご協力をいただき、生活扶助費の一部についてプリペイドカードを導

入するものであったが、今後は今回のモデル事業の課題を踏まえ、市民に対してさらなる利便性を提供

し、行政にとっては業務負担軽減と利用動向を把握して生活保護政策へのフィードバックを行えるツー

ルとして利用していくことが望まれるところである。 
今後国からは、消費拡大のため、あるいは、社会保障を推進するため、多くの給付金が市民に支給さ

れる予定があるが、今回の事業スキームは、給付を一括して受ける汎用的なツールとして利用できるも

のである。今後は、生活扶助費への導入拡大はもちろん、給付を行う新たな社会システムとして、行政

分野におけるプリペイドカードの導入を検討していきたいと考えている。 
なお、プリペイドカードの他分野への展開については、雑誌「地方行政 2016 年８月 29 日号」に事

例を記しているので参照されたい。 
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日本と ASEAN をつなぐクルーズのモデルルート 

 株式会社富士通総研 公共事業部 坂野 成俊 

 

 

はじめに 

訪日外国人旅行者は、観光地における旺盛な消費活動を通じて経済の活性化に貢献することが期待さ

れており、近年、外国における日本の観光資源の周知やビザの要件の緩和、円安による外国人の購買力

の上昇等によって、訪日外国人旅行者が増加している。観光庁は訪日外国人旅行者の目標を引き上げて

おり、訪日外国人旅行者をさらに増やしていくうえで、輸送能力が高いクルーズに注目が集まっている。 
国土交通省では ASEAN と交通分野の連携を強化する「日 ASEAN 交通連携」を推進しており、2014

年に日本と ASEAN との間のクルーズの活性化を図る「日 ASEAN クルーズ振興戦略」を策定して、弊

社が支援している。2015 年度には国土交通省は、弊社が支援して「日本と ASEAN をつなぐクルーズ

のモデルルート」（以下、「モデルルート」という。）を策定し、2016 年３月福岡市（福岡県）で開催さ

れた「日 ASEAN クルーズ振興シンポジウム」において発表している。 
本稿では、モデルルートの背景や概要を紹介したうえで、近年のクルーズの増加がもたらす問題を明

らかにし、クルーズの問題を解決するための取り組みを述べる。 
 
１．クルーズの位置付けと国土交通省の取り組み 

2003年に観光庁では 2020 年に訪日外国人旅行者を 2,000万人にまで増やすことを目標としていたが、

2015 年の訪日外国人旅行者は 1,974 万人に達しており、2016 年に観光庁は 2020 年の訪日外国人旅行

者の目標を 3,000 万人に引き上げている。数千人を運べて輸送能力が高いクルーズは一度に多くのクル

ーズ客を輸送し、寄港地におけるクルーズ客の多様な消費活動を通じて経済を活性化させることが期待

されており、訪日外国人旅行者の増加を図るうえで注目を集めている。現在、ASEAN 等からの訪日外

国人旅行者の行き先は東京や大阪、京都など外国でも知名度が高いゴールデンルート等の都市部が中心

であるが、リピーターの訪日外国人旅行者を中心に地方の人気が高まっている。クルーズは航路の設定

が柔軟であり、訪日外国人旅行者がクルーズで地方を巡ることによって、地域経済の活性化に貢献する

と考えられる。安倍首相は 2016 年度補正予算において、クルーズターミナルなどクルーズ関連のイン

フラ整備等を打ち出しており、今後クルーズの利用環境の整備が進むことが見込まれる。 
一方、経済成長を続ける ASEAN では所得の向上によって余暇の過ごし方が多様化し、クルーズを楽

しむクルーズ人口が増加しており、2020 年の 35 万人から 2020 年には 81 万人と 2.3 倍に増加すると見

込まれている。日 ASEAN 交通連携に基づいて日 ASEAN クルーズ振興戦略を策定している国土交通省

は、モデルルートを策定して 2016 年３月福岡市（福岡県）で開催された「日 ASEAN クルーズ振興シ

ンポジウム」において発表されている。シンポジウムには行政機関やクルーズ船社、旅行会社、国内外

の観光団体等が参加し、モデルルートに高い関心を示している。 
 

２．モデルルートの概要 

（１）考え方 

クルーズは、クルーズ客のニーズに応じて期間やクラス等が分かれており、クルーズの期間は１週間

以内の短期間と 1～2 週間程度の中期間、２週間以上の長期間に分類することができる。また、クルー

ズは船舶の設備やサービス等に応じてクラスが分かれており、クルーズのクラスには１泊当たり約 400
ドル（約４万円。１ドル＝100 円で換算）以上のラグジュアリーと、200～400 ドル（約 2～4 万円）程

度のプレミアム、70～200 ドル（約 7,000～2 万円）程度のカジュアル等がある。なお、クルーズのク

ラスでは、一般的にラグジュアリーは小型（総トン数５万トン未満）、プレミアムは中型（総トン数５

～14 万トン程度）、カジュアルは大型（総トン数７万トン以上）の船舶が多くなっている。また、近年、

日本ではフェリーが長距離航路を中心に船舶の設備やサービス等が充実しており、航路は固定的である

事例研究② 
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が、乗客は１泊当たり 5,000 円程度と安価に宿泊しながら移動することが可能である。 

このようなクルーズの特徴を踏まえて、モデルルートはインバウンド（ASEAN から日本へ）と、ア

ウトバウンド（日本から ASEAN へ）に分けて、それぞれ３つの方向性を設定している（図表２）。 
 

図表２ モデルルートの方向性 
【インバウンド】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【アウトバウンド】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短期間（1週間以内）
中期間

（1～2週間程度） 長期間（2週間以上）

方向性（Ⅰ）

フェリーによる船

旅を組み合わせ

た経済的な旅行

方向性（Ⅱ）

知的好奇心を刺

激するテーマ性の

あるクルーズ

方向性（Ⅲ）

幅広い層に対応

する手軽なクルー

ズ

－
※現時点でASEAN発着のク

ルーズ商品は想定されない

－

小型船：
総トン数
5万トン
未満

フェリー等

ラグジュア
リークラス

プレミアム
クラス

カジュアル
クラス

－ －

－

－

主な対象：20～30歳台の友
人同士中心
ニーズ：食事、自然、現代文
化、買い物、伝統文化・歴史
形態：フライアンドクルーズ

主な対象：10代前半の子どもがいる家族・親

族連れなど、30～50歳台の夫婦中心
ニーズ：食事、自然、現代文化、買い物、伝統

文化・歴史
形態：フライアンドクルーズ

主な対象：夫婦（60歳以上）中心

ニーズ：自然、伝統文化・歴史、食事

形態：フライアンドクルーズ

中
・大
型
船

総トン数
5～14万
トン

総トン数
7万トン
～22万ト
ン程度

短期間（1週間以内）
中期間

（1～2週間程度） 長期間（2週間以上）
方向性（Ⅳ）

探検クルーズ・

リバークルーズ

方向性（Ⅴ）

落ち着いたクルー

ズ

方向性（Ⅵ）

幅広い層に対応

する手軽なク

ルーズ

－

－

主な対象：夫婦（60歳
以上）中心
ニーズ：自然、伝統文
化・歴史
形態：日本発着のク
ルーズ

主な対象：夫婦（60歳以上)中心

ニーズ：自然、伝統文化・歴史

形態：フライアンドクルーズ

主な対象：夫婦・家族連れ（40～50歳台）

中心

ニーズ：自然、買い物、食事、伝統文化・

歴史

形態：フライアンドクルーズ

小型船：
総トン数
5万トン
未満

ラグジュア
リークラス

プレミアム
クラス

カジュアル
クラス

中
・大
型
船

総トン数
5～14万
トン

総トン数
7万トン
～22万
トン
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（２）モデルルートの一覧・例 

（１）に基づき、モデルルートはインバウンドでは７ルート、アウトバウンドでは６ルート策定され

ている（図表３）。 
 

図表３ モデルルートの一覧 
【インバウンド】 

方向性 名称・期間 

（Ⅰ） 
フェリーで巡る北海道から九州 （8 日間程度） 

瀬戸内海のクルーズを含む東京・大阪の名所巡り （5 日間程度） 

（Ⅱ） 
明日の世界遺産を探るクルーズ （8 日間程度） 

古きを知り、新しきも知るクルーズ （8 日間程度） 

（Ⅲ） 

“クールジャパン”を見つけるクルーズ （8 日間程度） 

フライ＆レール＆クルーズによる日本海クルーズ（西ルート） （5 日間程度） 

フライ＆レール＆クルーズによる日本海クルーズ（東ルート） （5 日間程度） 

 
【アウトバウンド】 

方向性 名称・期間 

（Ⅳ） 

冒険心あふれるリバークルーズ① （メコン川） （5 日間程度） 

冒険心あふれるリバークルーズ② （エーヤワディー川） （4 日間程度） 

バリ島周辺の自然を探検するクルーズ （5 日間程度） 

（Ⅴ） ASEAN 大周遊クルーズ （30 日間程度） 

（Ⅵ） 
ASEAN 北部の主要な観光資源を楽しむ周遊クルーズ （9 日間程度） 

ASEAN 南部の主要な観光資源を楽しむ周遊クルーズ （8 日間程度） 

 
現在のASEANからの訪日外国人旅行者は1～2週間程度の滞在期間であることが多く、東京や大阪、

京都など外国でも知名度が高いゴールデンルート等の都市部の観光地の人気が高い。このため、インバ

ウンドのモデルルートの中では、都市部の街歩きや買い物、テーマパークにくわえて、自然等も楽しめ

る「方向性（Ⅲ）：“クールジャパン”を見つけるクルーズ」の人気が当面高いと考えられる（図表４）。

「方向性（Ⅲ）：“クールジャパン”を見つけるクルーズ」ではフライアンドクルーズを活用し、ASEAN
のクルーズ客は飛行機で成田空港・羽田空港に到着してから、横浜港発着のクルーズを利用することに

よって、ASEAN から日本までクルーズで移動するよりも期間・費用を圧縮している。 
また、現在の日本人のクルーズ客は時間的に余裕がある高齢者が多く、長期間のラグジュアリーのク

ルーズを利用することが多い。このため、アウトバウンドのモデルルートの中では、落ち着いて楽しめ

る「方向性（Ⅴ）：ASEAN 大周遊クルーズ」の人気が当面高いと考えられる。「方向性（Ⅴ）：ASEAN
大周遊クルーズ」では日本人のクルーズ客がゆったり楽しめるよう、日本発着のクルーズとして、人気

が高い世界遺産を中心に観光資源を巡ることになっている。 
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国土交通省はモデルルートの推進に取り組んでおり、ASEAN へのモデルルートの周知やクルーズ船

社へのモデルルートの商品化の働きかけ等を通じて、モデルルートの商品化が進み、日本と ASEAN の

間のクルーズが活性化することが期待される。 
 

図表４ モデルルートの例 

【方向性（Ⅲ）：“クールジャパン”を見つけるクルーズ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

【方向性（Ⅴ）：ASEAN大周遊クルーズ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇野港

名古屋港

羽田空港・成田空港

横浜港

飛行機

クルーズ

清水港

大阪港

ASEANへ

ASEANから

（ 釜山港 ）

直島の現代アート

富士山

ハイフォン港

ダナン港

シアヌークビル港

ヤンゴン港

レムチャバン港

ペナン港

シンガポール港

スマラン港
ベノア港

コモド島

ムアラ港

プエルトプリンセサ港

マニラ南港

クルーズ
日本へ

日本から

アンコールワット

バン・パイン宮殿

ジョージタウン・ローマ・カトリック教会

ヤンゴン・シュエダゴンパゴダ

ムアラ・バンダルスリブガワン

サン・オウガスチン教会

ベトナム・ハロン湾

ボロブドゥール遺跡

シンガポール植物園
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©ASEAN-Japan Centre

©ASEAN-Japan Centre

©ASEAN-Japan Centre

©ASEAN-Japan Centre
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３．クルーズの問題と対応 

近年の訪日外国人旅行者の増加を受けて、人気のある都市部等では宿泊施設や外国人に対応するスタ

ッフの不足が深刻化している。また、輸送能力が高いクルーズは数千人のクルーズ客が一度に寄港し、

観光バスで観光資源を巡る場合が多い。クルーズの寄港が多い福岡市等では駐車場が不足し、クルーズ

客が観光している間、観光バスが周辺で待機して深刻な交通渋滞が発生しているほか、小学校や中学校

が遠足など行内行事で使用する観光バスが不足し、取りやめになる等の市民生活への問題が生じている。

さらに、訪日外国人旅行者が買い物する際に、ツアーコンダクターに悪質な免税店に誘導されるなど、

消費者問題も発生している。 
今後、モデルルートの推進に伴って ASEAN 等からのクルーズが増えて、クルーズによる訪日外国人

旅行者の増加が見込まれるが、宿泊施設や外国人に対応するスタッフの不足、交通渋滞、観光バスの不

足、消費者問題等といった「クルーズの問題」が顕在化することが懸念される。訪日外国人旅行者の目

標を達成するためにはクルーズの寄港を増やすことが重要であり、クルーズ関連インフラの整備だけで

はなく、このようなクルーズの問題の解決にも取り組むことが必要であると考えられる。クルーズの寄

港は不定期であり、クルーズによる訪日外国人旅行者の増加は一時的であるため、クルーズの問題への

対応は多額の費用がかかるハード対策ではなく、行政や観光事業者、市民が連携して取り組み、多額の

費用がかからずに柔軟に実施できるソフト対策が中心になると考えられる。国土交通省やクルーズが寄

港する自治体には、観光事業者や市民と連携して、クルーズの問題解決するソフト対策の推進を期待し

たい（図表５）。 
 

図表５ クルーズの問題を解決するソフト対策のイメージ 

 
 
 
 
 
 

クルーズの問題の解決
⇒クルーズは不定期・一時的であり、多額の費用がかからず、柔軟に実施できるソフト対策が中心

宿泊施設の不足

外国人に対応するスタッフの不足

交通渋滞

観光バスの不足

消費者問題

民泊の活用

ボランティアの活用

臨時駐車場の確保

交通ルールの検討（駐車場における観光
バス用の一次的な優先スペース等）

近隣のバス事業者との連携

公共交通機関との連携

買い物ルールの外国人への周知

外国人向けの相談体制の充実

【問 題】 【対 応】

行政（国土交通省や

クルーズが寄港する

自治体）や観光事業者、

市民による連携
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市区町村における在宅医療・介護連携推進事業の課

題と実施上のポイント（２） 

株式会社富士通総研 公共事業部 赤田 啓伍  

 

１．在宅医療・介護連携推進事業における「（オ）在宅医療・介護関係者の研修」の意義と重要性 

前号の政策解説では、在宅医療・介護連携推進事業の全国展開にあたり、様々な懸念から、事業が適

切に実施されない恐れがあることを指摘した。 
では、こうした事態を未然に防ぎ、在宅医療・介護連携を効果的に進めるためには、具体的に何を目

指し、どのように事業を進めていけばよいか。特にポイントとなるのが、在宅医療・介護連携推進事業

の取組項目のうち、「（オ）在宅医療・介護関係者の研修」（多職種連携研修）にあると考えられる。 
医療や介護は専門職による対人サービスであり、人間関係の中で提供されるものである。したがって、

その質の向上のためには、医療・介護に従事する人材の育成・教育（技能の向上や知見の習得）が不可

欠であり、その良質な人材を以って関係者のネットワーク化を図ることそのものが提供体制の整備・強

化となる。実際、千葉県柏市をはじめとして、在宅医療・介護連携を先行的に進めている地域では、「多

職種連携研修」に非常に力を入れて取り組んでおり、大きな効果を挙げていると言われている。こうし

た各地域の事例を見ても、医師、看護職、介護職といった専門の職域毎に閉じがちな関係をオープンに

し、専門職同士がコミュニケーションを図り、「顔の見える関係」を作ることが、在宅医療・介護連携

に大きく寄与するものと考えられ、事業全体の中でも重要視されている。 
在宅医療・介護連携推進事業では、こうした人材育成・体制整備の具体的な工程が（ア）～（ク）の

取組とし整理されているものと捉えることができる。すなわち、在宅医療・介護連携推進事業において、

特に多職種連携研修が、事業全体を遂行する上でのエンジンになり得るものであり、在宅医療・介護連

携推進事業全体を進めていく際にも、多職種連携研修を中心に据えて展開を図ることが非常に効果的で

あると考えられる。 
図表６ 在宅医療・介護連携推進事業の進め方のイメージ 

(カ)医療・介護関係者の研修会

在
宅
医
療･

介
護
連
携
の
介
進

(カ)医療・介護関係者の研修(イ)在宅医療・介護連携の課題
の抽出と対応策の検討

(ア)地域の医療・介護の資源
の把握

(ク)関係市区町村の連携

(エ)在宅医療・介護関係者の
情報の共有支援

(キ)地域住民への普及啓発

(オ)在宅医療・介護関係者に
関する相談支援

(ウ)切れ目のない在宅医療と
在宅介護の提供体制の構築

市区町村
医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで
継続的に実施
することで成長

(ｱ)(ｲ)(ｶ)の
継続的な実施の
プロセスと連動

 

政策解説 
【医療・介護】 
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２．多職種連携研修を中心とした事業推進の実施手順 

では、具体的にどのように事業を進めていけばよいか。多職種連携研修もののみに関する既存の具

体的な研修プログラムとしては、「在宅医療推進のための地域における多職種連携研修会研修運営ガイ

ド 」（H25.12 国立長寿医療研究センター・東京大学高齢社会総合研究機構・公益社団法人日本医師

会・厚生労働省）等が公開されている。富士通総研では、これらを参考としつつ、厚生労働省の平成

27 年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）において、東京都稲城市及び栃木県

栃木市をフィールドとし、多職種連携研修を中心とした在宅医療・介護連携推進事業の手順やポイン

ト、その効果等についての調査研究（「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職

種研修プログラムによる調査研究事業」）を行った。以下には、本調査研究をふまえ、事業を実施する

際の推奨プロセスを提示する。 
なお、本調査研究の詳細については、報告書としてとりまとめ富士通総研ホームページに掲載にし

ているため、そちらを参照されたい 1。 
 

step-1. 担当課による検討 【Plan】 

まずは在宅医療・介護推進事業担当課の課長、係長、担当者、地域包括支援センター職員等によっ

て当該地域の現状（強み・弱み）を把握するとともに、地域包括ケアシステム構築の上での課題や当

該地域における地域包括ケアシステムのあるべき姿等を担当課内で検討し、行政としての認識の整理

を行う。 
在宅医療・介護連携、あるいはその先の地域包括ケアシステムの構築に係る第一義的な責任は行政

（市区町村）にある。そのため、まずは担当課の中で、当該地域における在宅医療・介護資源に関す

る現状や課題、今後の取組の方向性等について、整理し職員の中で認識を共有することが在宅医療・

介護連携推進事業のスタートとなる。 
また、在宅医療・介護連携の推進にあたっては、医師（会）をはじめとする専門職と行政とが密に

協力・連携し、協働で推進していくための体制を構築することが不可欠である。その際に、単に行政

の担当職員から専門職に協力を依頼するのではなく、当該地域における在宅医療・介護資源に関する

現状や課題等について行政としてはどのように認識し、今後どのような方向性で取り組んでいくべき

か、その考えを示すことが、専門職の当事者意識を喚起し、関係者が円滑に意思疎通するために重要

となる。 
 

step-2. ワーキングチームによる検討 【Plan】 

在宅医療・介護連携推進のためのコアメンバーとなりうる複数名の専門職からなるワーキングチー

ムを組織し、step-1 の結果を行政と共有し、またワーキングチームのメンバー自らも地域の課題等を

整理・認識するとともに、step-3 の研修プログラムの具体的な内容を検討する。 
在宅医療・介護連携、あるいはその先の地域包括ケアシステムの構築に係る第一義的な責任は行政

（市区町村）にある。そのため、まずは担当課の中で、当該地域における在宅医療・介護資源に関す

る現状や課題、今後の取組の方向性等について、整理し職員の中で認識を共有することが在宅医療・

介護連携推進事業のスタートとなる。 
 
 
 

1 「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」

（老人保健健康増進等事業）の実施について 
 http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2015chiikihoukatsucare.html 
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また、在宅医療・介護連携の推進にあたっては、医師（会）をはじめとする専門職と行政とが密に

協力・連携し、協働で推進していくための体制を構築することが不可欠である。その際に、単に行政

の担当職員から専門職に協力を依頼するのではなく、当該地域における在宅医療・介護資源に関する

現状や課題等について行政としてはどのように認識し、今後どのような方向性で取り組んでいくべき

か、その考えを示すことが、専門職の当事者意識を喚起し、関係者が円滑に意思疎通するために重要

となる。 
 

step-3. 多職種連携研修会の実施 【Do】 

step-2 の検討内容を踏まえ、各専門職から参加者を募り、「顔の見える関係づくり」のための多職

種連携研修会を実施する。 
多職種連携研修会は在宅医療・介護連携の肝であり、本調査研究ではそれを在宅医療・介護連携推

進事業の「（カ）医療・介護関係者の研修」として実施することで、（ア）～（ク）の取組全体を効果

的に進めることができるものと想定している。 
本工程では、医師、看護師、介護職といった専門職同士が、在宅医療・介護（連携）の重要性やそ

のポイント、地域のケアのあり方等について学び、認識を深めること、またその過程で、専門職同士

が密にコミュニケーションし、各専門職の役割についての理解を深め、「顔の見える関係」をつくると

ともに、当事者意識を醸成することがねらいとなる。 
 

step-4. ワーキングチームによる振り返り 【Check】 

担当課及びワーキングチームにより、研修参加者に対するアンケートの結果を確認するとともに、

多職種連携研修の実施結果について振り返りを行い、次回以降の展開の方向性を検討する。 
本工程では、主催者である担当課、及び多職種連携研修会への参加者でもあるワーキングチームの

視点から、多職種連携研修会の成果や課題・改善点を整理することにより、次回以降の研修会をより

良いものとし、また、在宅医療・介護の連携を具体的に進めていくための方向性について認識を共有

することがねらいとなる。 
具体的には、研修会前後で実施した参加者に対するアンケート調査の集計結果について、担当課か

らワーキングチームへ報告した上で、研修会の成果や課題・改善点、地域包括ケアシステムの構築に

向けて今後どのように進めていくべきかについて、グループワーク形式で意見を出し合い、ディスカ

ッションを行うといったことが考えられる。 
 

step-5. 担当課による総括 【Check】 

step1～4 までの実施過程およびその結果について、担当課及び調査研究としての振り返り・総括

を行い、今後の進め方の整理を行う。 
step-4 のワーキングチームによる振り返りと併せて、在宅医療・介護連携の第一の責任者たる行政

の担当課において、これまでの取組の成果や課題・改善点を整理することにより、次回以降の研修会

をより良いものとし、また、在宅医療・介護の連携を具体的に進めていくための方向性について認識

を共有する。 
 

３．事業推進上のポイント 

（１）市区町村による主体的な検討・実施の重要性 

在宅医療・介護連携の推進、あるいは地域包括ケアシステムの構築にあたって、地域の専門職から

は、市がどのようなことを課題として認識しており、この地域をどういうようにしていきたいかを聞

きたいという声は多い。行政から多職種の代表者等に対し、市として、在宅医療・介護連携の推進の

意志や、当該地域における多職種連携研修の実施意向を表示し、そのための協力を働きかけるところ
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からスタートといった市の主体的な動きが、多職種のモチベーションに与える影響は非常に大きいと

言える。 
地域における在宅医療・介護連携の推進、さらにはその先の地域包括ケアシステムの構築に関して

は、やはり市区町村がその第一義的な責任を持つ。医療・介護サービスを実際に提供するのは専門職

であるが、地域に責任を持つ市区町村がその地域をどのようにしていきたいか方向性を明示し、専門

職に対して働きかけていくことがあって初めて専門職は当該地域において課題認識を共有し、共通の

方向に向かって連携していくことが可能となると考えられる。 
在宅医療・介護連携推進事業では一部委託も可とされているが、仮にこうした市区町村としての意

思表示や方向性の提示がされぬまま丸投げされるとすれば、多職種にとっても、どこに向かって進め

ばよいか曖昧な、あるいは持続性の無い一時的な取組として終止するものと思われる。いずれかの主

体に委託するにしても、市区町村が旗振り役として当該地域における在宅医療・介護連携の方向性を

示し、関係者への働きかけやコーディネートをしていくことが必要不可欠であると考えられる。 
 

（２）医師及び医師会の関わりの重要性 

多くの市町村では、これまで主に在宅介護に関わる専門職同士での自主的な研修会や連絡協議会の

実施といった取組はなされていても、そこに医師が参加する機会は非常に限られると考えられる。多

職種研修やワーキングチームにおける研修会の内容の検討といった事業の推進プロセスにおいて、医

師の関わりにより内容の深化が進むなど、事業の推進において医師が果たす役割は非常に大きい。更

には、医師が関わることで、多職種との会話を通じ、医師自身の意識・意欲を大いに刺激することに

なることからも、医師の参画を促進していくことが重要である。 
逆に、医師や医師会の関わりが得られない、十分にコミュニケーションすることができない状況の

ままでは、在宅医療・介護連携の推進は困難であると言える。市区町村にとっては、地域の医師会と

はこれまで殆ど関わりが無かったところも少なくなく、また、業務上介護分野についてはある程度の

知見があっても、医療についてはよく分かっていないといった場合も多数想定されるが、そうした心

理的ハードルを乗り越えて、如何に医師及び医師会の協力を得られるかが、事業推進上の非常に大き

なポイントになるものと考えられる。 
また、医師及び医師会としても、果たすべき役割、影響の大きさ等を踏まえ、積極的に関わりを持

ち、市区町村側の姿勢を引き出していくよう働きかけることが期待される。 
 

（３）スモールスタートと継続的改善の重要性 

在宅医療・介護連携推進事業実施の前提として、まずはできる範囲から開始し、事業のサイクルを

回し、事業を進めていく中でより発展的なものとなるよう継続的改善を図ることが重要である。これ

により、多少粒度が荒いものであっても市から専門職に対し地域の強み・弱み等に関する認識が提示

なされ、必ずしも精緻ではなくとも多職種連携研修の内容が検討され、小さくとも研修会の実施とい

う成功体験を得ることができる。 
先の調査研究においては、こうした過程を経る中で、事業開始当初は、市から多職種に対しやや形

式的に報告がなされ、その後多職種から数点質疑がなされるといったやり取りにとどまっていたとこ

ろ、ワーキングチームによる研修会実施後の振り返りの際には、市が自ら議題を提示し、多職種に混

じって議論するといった場面が見られるようになるなど、相互の関係性に変化が生まれている。研修

会の実施結果についても、いくつか課題があった中で、振り返りにおける議論では、今後より良い研

修会とするためにはどこをどのように改善していくべきか積極的な発言が相次ぎ、次年度以降の取組

に向けた方向付けがなされることとなった。このように、出来る範囲で事業に着手し、多職種連携研

修を中心とした PDCA サイクルを一通り回すことにより、関係者間で密にコミュニケーションが図ら

れ、一定の信頼関係が生まれ、取組を継続的に改善していくことができるものと考えられる。 
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