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大都市制度と道州制の行方 

～ネットワーク社会における地方制度のあり方～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 
 

地方制度に関する重要事項を調査審議する第 30 次地方制度調査会が、大都市制度の改革及び基礎自

治体の行政サービス提供体制に関する答申を取りまとめた。前文で、「人口減少下にあっても、経済を

持続可能なものとし、人々が全国で安心して快適な暮らしを営んでいけるようにしたい」との認識が示

されるとともに、「大都市等のあり方の見直しは、基礎自治体そのものや広域自治体のあり方にも大き

く影響するもの」との認識を示している。 
従前より地方分権の取組は、中央集権による画一性等の弊害を論点の中心に据え、国から地方への事

務権限の移譲を中心に改革が進められてきた。近接性の原理に基づき、より多くの事務権限を住民に最

も近い政府である基礎自治体に移譲するよう、その受皿である基礎自治体の行政基盤強化に向けた市町

村合併等の施策を併せて推進してきた。国と地方の関係論、誤解を恐れずに言えば経済社会構造の変化

と一線を引いた国と地方との行政機能のあり方が議論の中心であったと言える。同答申の前文は地方分

権の議論が、過去から現在までを射程としたと地方の関係論を見直す問題解決型の閉じた議論から、現

在から未来を射程としたグローバル化に対応できる国と地方へのあり方を模索する未来創造型の議論

へと転換する新たな段階を迎えているとの認識を示したものとも解される。 
答申では、基礎自治体の行政サービス提供体制のあり方について、都市機能の集約とネットワーク化

の取組を進めることが重要であるとし、一層の水平的補完関係の強化をはかるべきとしている。併せて、

「自ら処理することが困難な事務について、都道府県による補完も重要な選択肢」との考え、すなわち

下から上の事務権限移譲についての考えを示している。今後より一層の市町村合併を進めることは困難

であること、厳しい財政状況を鑑みるとフルセット型の自前主義の行政サービス体制を小規模自治体で

維持することは困難であることを踏まえると、ネットワークとしての地域圏の強化を図る方向性は、多

様性と持続可能性を高める上で、有効な方策となろう。大都市制度の見直しについては、都道府県から

の事務権限移譲の推進、住民自治の拡充、都区制度の適用等の具体的方策を示している。併せて、二重

行政の弊害解消による効率化と政策選択の自由度を高めるため、一層制の大都市制度である「特別市（仮

称）」を検討する意義についての考えを示している。「大規模な都市が日本全体の経済発展を支えるため、

一元的な行政権限を獲得し、政策選択の自由度が高まる」としている。大都市においては関係者との調

整が政策の選択肢の縮減に繋がるため、集権的な事務権限移譲が必要との認識を示したものであろう。 
答申では、これらの取組が、「明治以来の区域を継承している都道府県についての議論、ひいては広

域自治体の在り方の議論にもつながっていく」と、今後本格化する道州制に関する議論との連続性を示

している。グローバル時代にふさわしい地方行政のあり方の見直しに向け、国からの権限移譲を中心と

した画一化した上からの道州制議論ではなく、地域の特性に応じた多様性を重視した下からの道州制議

論を推進すべきとの考えとも解される。明治から高度成長期にかけては、国→都道府県→市町村の縦型

ネットワークを基本とした統治体制が最も効率的であったが、不確定な時代においては、縦型ネットワ

ークの利点を残しつつ、多様な智恵を創発し迅速に行動しやすい、多層的なネットワークに基づく統治

体制を新たに構築することが求められる。すなわち、国、都道府県、市町村の事務権限・財源の配分議

論から、各主体間のネットワークのあり方の再定義が、地方制度の見直しの主要論点となろう。多様な

主体による知を活かす知識情報化社会にふさわしい地方自治のあり方の実現に向け、そのトリガーとし

ての大都市制度の見直し議論が求められている。

羅羅針針盤盤  
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地域政策の優位性検証プロセス② 
     （札幌市産業連関表事例） 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
1.はじめに 

 前回の本政策研究政策論説「地域政策の優位性検証プロセス①」では、グローバル化、少子高齢化等

地域を取り囲む外部環境が大きく構造変化する「パワーシフト」の時代を迎えて、独自の政策分析に基

づく地域の強みと弱みを再度検証する必要があるとの認識の下で、地域政策で原点となる産業連関表を

活用し「自給率」と「域際収支」の関係から優位性の高い領域を検証する基本的流れを「札幌市」を具

体例として展開した。その結果、札幌市の地域政策は商業、対事業所サービス、対個人サービス等を中

心に展開することに優位性がある一方で、自給率そして域際収支の面からの検証から優位性を持ってい

ても、持続性や安定性のある優位性であるか否かなどは、別の分析を必要とする。それは、感応度面か

らの分析である。今回は、この面からの検証を加えて行く。なお、本基本的分析は、所得統計や産業連

関表を既に保有している政令指定都市では一層の活用が求められると同時に、その他の地方自治体でも

簡易な所得統計や産業連関表等を試算することの意義を認識することから始める必要がある。 

 

2. 影響度係数と感応度係数 

（1）両係数の概念 

 影響力係数は、「特定の産業に対する需要が全産業に与える影響の度合いを示す係数」である。本係

数は大きいほど他産業に対する影響力が大きく、一般に、製造業等中間投入率が高い部門で大きくなる

傾向がある。札幌市の産業連関表 34 部門別で影響力係数をみると、「鉱業」が 1.0925、「水道・廃棄物

処理」の 1.0792、「金融・保険」の 1.0679 などとなっている。札幌市の製造業をみると、「化学製品」、

「窯業・土石製品」、「電気機械」を除き、その他の部門では影響力係数が１を下回っており、全産業に

与える影響が小さい。前述したように製造業は一般的には影響力係数は高く、全産業に与える影響は大

きいものの、札幌市では中間投入品を札幌市外から調達する割合（移輸入率）が大きいため、結果とし

て札幌市の全産業への影響力が小さくなる結果となっている。すなわち、札幌市の産業構造は札幌市内

に対しては裾野が狭い実態にある。 

 これに対して感応度係数は、「全産業への新需要の発生が特定産業にどれだけの需要を生み出すこと

になるかを示す係数」で、大きいほど全産業、すなわち経済動向による変動が大きいことになる。一般

的に、多くの部門に財・サービスを供給している産業ほど大きくなり、当該産業は産業全体の景気の波

の影響を当然受けやすくなる。札幌市の感応度係数を部門別にみると「対事業所サービス」が 2.3889 で

最も高く、「金融・保険」が 1.9274、「教育・研究」が 1.5373 などとなっており、第三次産業分野の感

応度が高い結果となっている。以上の点から札幌市の産業は全体として裾野が狭く、経済全体の波に影

響を受けやすいことが分かる。そのことは、札幌市の財政にも影響を与える要因となる。 

 

（2）自給率の低下と空洞化 

札幌市で中心となっている第三次産業は、一般的に在庫が生じにくい部門が多いため自給率自体が高

くなる。第一次、第二次産業も含めこの自給率の数字が低下を続けることは、労働力や原材料の調達を

政策論説 

 



 

   

 3 
政策研究 2013 No.3 

札幌市外に求める傾向を強めていることを意味しており、民間企業としての合理的行動が結果として地

域の所得の漏れ、波及効果を低下させる要因となっていることを示している。札幌市の自給率は 2000

年の 68.6%、2005 年の 67.6%に低下している。 

 こうした結果、市民所得統計に基づく札幌市の市民所得と市内所得の比率は 1990 年代以降、一貫し

て上昇傾向を示している。このことは、札幌市内の生みだす所得より札幌市民が得る所得が大きいこと

を意味しており、札幌市民が市外周辺地域で経済活動し所得を持ち帰っていることを示している。すな

わち、札幌市に立地した民間企業の経済活動が 1990 年代以降石狩市等周辺地域に移動している可能性

を意味しており、札幌市経済の空洞化が進んでいることが懸念される。 

（図1）市民所得/市内所得比率の推移
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（図2）札幌市外からの所得受取
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（3）開放型感応度係数 

感応度係数には「開放型」と「閉鎖型」がある。最終需要によって誘発される生産はすべて札幌市内

で賄われるとする閉鎖型経済を想定した「閉鎖経済型（（Ｉ－Ａ）－１型）」と、札幌市外からの輸移入

は市内需要に比例するものと考え、生産波及効果が輸移入割合に応じて市外に流出する開放型経済を想

定した「開放経済型（〔Ｉ－（Ｉ－Ｍ）Ａ〕－１型）」である。閉鎖型は、産業特性を示すものであり、

産業間取引きが全て札幌市内で行われるとした場合、すなわち全ての産業の自給率が 100%と仮定した場

合の感応度を測定する。これに対して。開放型とは、産業特性+地域特性を示すものであり、現実の札

幌市の市外取引を勘案した結果としての係数を示す。一般的には、市内生産への波及効果をみるには開

放型の方が適している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで、札幌市の開放型での感応度係数をみると 2005 年でサービス業、金融保険業の感応度が圧倒

的に高く、2000 年と比較すると 2005 年は金融保険業の係数が一段と高まっている。札幌市の地域政策

としての優位性（前回「地域政策の優位性検証プロセス①」参照）が高い、サービス業、金融保険業、

商業のいずれもが感応度が高く、札幌市の経済の中心が第三次産業でありかつ景気変動に影響されやす

い体質であることが分かる。 

 

3.まとめ 

 札幌市の経済は、第三次産業化が進んでおり景気変動の影響を受けやすく空洞化も進んでいること

が分かる。そのことは、市内経済の体質が脆弱であり札幌市の税収にも大きな影響を与えること、周

辺自治体地域との経済的一体化が進んでおり、地域政策の視野も広げて行く必要がある。地域経済の

サービス化が与える体質変化を踏まえるためにも、経済社会構造が大きく変化する中で産業連関表、

所得統計等を活用した自主的な政策形成力を一段と高めて行くことが重要となる。 

（図3）感応度係数（開放型）
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町立病院赤字経営と財政運営（白老町） 

                     北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 

過疎地域指定を受けていない町村の財政悪化の事例として、北海道胆振の白老町財政が挙げられる。 

白老町財政は類似団体比較で図表 1のとおりである。 
（図表 1）類似団体比較（%）平成 22 年度決算額数値:白老町決算額 128 億 500 万円 

区分 白老町構成比（a） 類団構成比（b） 差（a-b） 
［歳入］    
地方税 20 34.3 ▲14.3 

地方交付税 30 21.5    8.5 
地方債 23 9.2   13.8 
［歳出］    
人件費 16 17.9 ▲ 1.9 
公債費 14 11.2    2.8 
繰出金 26 11.4   24.6 

その特色は、広義義務的経費(人件費・公債費・繰出金等)が全体の 68%を占め、とくに歳出において

公債費と並んで「繰出金」の構成比率が異常に高いことが分かる。また、将来負担比率は平成 22 年度

決算ベースで 240.3%であり類団平均 53.7%に比べて異常に高く、将来町民へ負担を繰り延べているこ

とが分かる。こうした実態の中で平成 25 年度予算編成(一般会計 92 億 1000 万円（前年度比 3 億 3900
万円減）)を行うため、①職員給与削減 1 億 2400 万円、②臨時職員削減 2607 万円（移住定住事業、ワ

ークステーション事業含む）、③補助金団体見直し 518 万円（削減のルール化等）、④元気福祉バス有

料化による削減 335 万円等削減策を実施するだけでなく、財政調整基金を実質ゼロとし水道事業会計剰

余金の一般財源繰入（2.2 億円）等の措置も行っている。繰出金の最大の要因は国保病院であり、本来、

町民全体で利用し支える位置づけではあるものの、町民利用率は極めて低く国保加入者の 13%、全町民

の 4%程度に止まっている。白老町には民間病院がふたつあり、隣接の登別市・苫小牧市に通う町民が

大半となっている。高齢化、人口減、施設老朽化等で今後の負担は着実に増加することは避けられず、

町立病院の位置づけを民間化や廃止も含め決定できるかが白老町の財政にとって大きなポイントにな

っている。その際に重要なのは、町立病院事業を事業単位として判断するのではなく地域政策・財政運

営として維持できるかの判断である。町立病院を一般財政から資金繰入し維持すれば事業経営として継

続することは可能である。しかし、それは町財政を急速に悪化させ財政再生団体化をもたらす。財政再

生団体化は地方自治自体を大きく制約する。その他の繰入としてバイオマス燃料化施設に対して平成 25
年度 2.5 億円の繰入計上、港湾機能施設特別会計への同一般会計繰入金約 2600 万円等、債務返済とし

て三セク債の累増等がある。こうした資金繰りを実現するために、人件費削減にやりくりの最終的なツ

ケを求め続けてきた。しかし、予算額圧縮の節約型では行政の効率性は高まらず内部矛盾を拡大させ、

地方自治体の人的資源も劣化させる。また、従来の正職削減・臨職拡大では物件費が増加し問題は根本

的に解決しない。人件費や人数の問題ではなく事業自体の見直しが必要である。白老町は協働のまちづ

くりとして 2000 年代に入り高い評価を受けた自治体である。その力を「有ったらいいな」の議論から

脱することに活用できるか大きな正念場に達している。 

政策シグナル 
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TPP 議論の為の米韓 FTA の検証 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 
 日本の TPP 参加議論が本格化する。この参加議論において、大きな課題そして前提となるのは「米

韓自由貿易協定」 (U.S.-Korea Free Trade Agreement, KORUS FTA）の検証である。同協定の米韓交

渉は 2006 年 2 月 2 日にスタートし、2007 年 4 月 1 日に締結、同年 6 月 30 日に調印されている。さら

に、同協定の追加交渉が行われ 2010 年 12 月に署名となっている。米国での合意法案は 2011 年 10 月

12 日に下院を賛成 278・反対 151 で、上院を賛成 83・反対 15 で通過し可決成立、韓国国会の批准同

意案は、2011 年 6 月 3 日に提出され、野党が激しく反対したものの 11 月 22 日、議長職権で上程され、

米韓 FTA 批准同意案が可決されている。その後、両国で発効のための協議がさらに行われ、2012 年 3
月 15 日に発効している。米韓 FTA の発効により 5 年以内に 95％の品目への関税を撤廃することにな

っている。 
  米韓 FTA 協定では、①「サービス市場開放の Negative list 条項」があり、サービス市場を全面的に

開放し、例外的に禁止する品目だけを明記する方式を採用していること、②「Ratchet 条項」があり、

一度規制を緩和すると原則として元の規制等に戻すことが禁止されていること、③「Future 
most-favored-nation treatment 条項」により、未来最恵国待遇が求められており韓国が他の国と FTA
を締結した場合、その条件が米国に対する条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用すること、

④「Snap-back 条項」を定め、自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・

流通に深刻な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米国の自動車輸入関税 2.5%撤廃を無効にするこ

と、⑤「ISD：Investor-State Dispute Settlement 条項」により、韓国に投資した民間企業が韓国の政

策によって損害を被った場合、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴でき、韓国国内で裁判

は行わないこと、⑥「Non-Violation Complaint 条項」により、米国企業が期待した利益を得られなか

った場合、韓国の FTA 違反がなくても、米国政府が米国企業の代わりに国際機関に対して韓国を提訴

できること、⑦韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置を取る必要

が生じること、⑧米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米 FTA を優先適用すること、⑨知的

財産権を米国政府が直接規制できること、⑩公企業の民営化を進めることなどが内容となっている。 
 具体的には、米韓 FTA で韓国国内経済自由区域で営利病院の開設が認められ、当該病院経営者側が

自由に医療費を決定できる仕組みが可能となったこと、韓国国内の薬価を米韓共同委員会で決定する仕

組みとなったこと、など韓国の医療・保険制度の根本に影響を与える制度設計がされている。また、地

方自治体の条例にも影響を与えている。ソウル市等韓国の地方自治体では「学校給食で地元食材を優先

的に使用することを定めた条例」が定められている例が多い。日本の地方自治体でも遺伝子組み換え作

物の給食への使用を禁止する条例などが存在する。こうした条例が、米国産排除と判断された場合、前

述の⑤「ISD：Investor-State Dispute Settlement 条項」に該当する可能性も生じる。その他、農産物

価格競争の激化、自動車産業政策などへの影響も指摘されている。 
 日本が TPP 参加交渉を本格化させる流れと共に、地方自治体、地域においても先行する米韓 FTA 協

定の内容、影響等を国民と共有しつつ検証する必要がある。その上で、政策議論として TPP 問題にも

接して行く姿勢が不可欠となる。 
 

アアジジアアリリンンクク  
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認知症対策を中心とした高齢者の 

医療・介護制度等に関する我が国と諸外国の動向 

株式会社富士通総研 公共事業部 赤田 啓伍 

 

はじめに 

我が国の人口構造は、世界に前例のない速さで高齢化が進んでいる。日本の総人口に占める 65 歳以

上人口の割合は、1950 年の 4.9％という状況から、2010 年には 23.0％に達し、現在、他の先進国を上

回って世界で最も高齢化率の高い国となった。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、高齢化

率は今後も上昇し、2013 年には 25.1％（4 人に 1 人が高齢者）という「超高齢社会」を迎え、2035 年

には 33.4％（3 人に 1 人が高齢者）に達すると予測されている 1。 
高齢化の問題は、少子化・人口減少とも関連し、その国の社会保障を支える制度・体制（給付と負担

のバランス）をどのように構築するかという側面がある一方で、高齢者の絶対数の増加に如何に対応す

るかという点も非常に重要な視点である。とりわけ、医療・介護需要の増大・多様化に対しては、逼迫

する財政状況における社会保障給付負担の在り方だけでなく、供給側の量・質の両面からの体制整備が

急務とされている。 
本稿では、こうした社会背景をふまえ、関連する高齢者の医療・介護の制度等を含めつつ、近年特に

注目を浴びている高齢者の認知症対策に関し、我が国及び諸外国の施策動向について整理を行なう。 
 
１．我が国の高齢者及び認知症の現状と関連施策の動向 

（１）高齢化の進展と認知症の人の増加 

我が国の 65歳以上の高齢者の数は、平成 22年の国勢調査の時点で、過去最高の 2,925万人となった。

将来的には、いわゆる「団塊の世代」（昭和 22（1947）～24（1949）年に生まれた人）が 65 歳以上

となる平成 27（2015）年には 3,395 万人、「団塊の世代」が 75 歳以上となる 37（2025）年には 3,657
万人に達すると見込まれている 2。 
高齢者数の増加は、国の疾病構造に大きな影響を与えており、とりわけ近年は、認知症の人の増加に

如何に対応すべきかが、医療・介護だけでなく地域社会づくりを含めた大きな国政上の課題となってい

る。 
認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生

活・社会生活を営めない状態」をいう 3。認知症を引き起こす要因は、アルツハイマー病や前頭・側頭

型認知症等の変性疾患、脳梗塞や脳出血等（脳血管性認知症）であるが、その出現率は加齢による影響

を強く受けるとされており 4 、厚生労働省研究班による最近の調査によれば、2010 年時点の 65 歳以上

の高齢者に占める認知症の人の割合（有病率）は、15.7％（約 462 万人）に上ると推計されている 5。 

                                                   
1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）-出生率中位・死亡率中位-」 
2 内閣府「平成 24 年版高齢者白書」p2 
3 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス総合サイト「認知症とは」

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_recog.html 
4 過去の調査では 65-69 歳では 1.5％であるのに対し、80-84 歳では 14.6、85 歳以上では 27.3％に上ると言われている

「老人保健福祉計画策定にあたっての痴呆性老人の把握方法等について」平成 4 年 2 月老計第 29 号、老健 14 号 
5 厚生労働省「第 19 回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」朝田構成員提出資料より。なお、65 歳

未満の若年性認知症患者は、37,772 人であると推計されている（同）。 

事事例例研研究究  

 

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_recog.html
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また、介護保険データに基づく認知症高齢者（要介護認定者における「認知症日常生活自立度」がII
以上の者）の推計値は、2010 年で 280 万人（65 歳以上人口の 9.5％）とされており、2002 年の 149 万

人（同 6.3％）から介護保険制度の浸透も相まって着実に増加、2025 年には 470 万人（同 12.8％）に

達すると推計されている 6。認知症の問題は、これからの日本の在り方を考える上で避けては通れない

喫緊の政策課題となっている。 
 

（２）認知症対策に関する国の施策の変遷 

認知症に対する国の社会保障制度としては、精神疾患の治療という側面からは医療保険制度が、要介

護者の支援という側面からは介護保険制度が基本的に対応しており、これまでもそれぞれの側面から施

策の充実が図られてきた。また、2004 年 12 月に「痴呆」の呼び名が「認知症」に改められたのを契機

として、認知症の正しい理解とその支援者を育成することを目的とした普及啓発のキャンペーン（「認

知症を知り 地域をつくる 10 ヵ年構想」）が展開されるとともに、医療、介護、生活支援等認知症に関

わる関係者やサービスの有機的な連携強化を目的とする認知症地域支援施策推進事業が、厚生労働省の

主導のもとに各地域で取り組まれてきた。 
2008 年 7 月に発表された「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の報告書では、認

知症対策に関する国の政策についての基本方針が初めて体系的に示された。更に 2012 年には、認知症

施策検討プロジェクトチーム（主査：藤田厚生労働大臣政務官）が取りまとめた「今後の認知症施策の

方向性について」の内容に基づき、「認知症施策推進５か年計画(オレンジプラン)」が策定され、現在は

このオレンジプランが我が国における認知症対策の国家戦略として位置けられている（次頁表参照）。 
「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の報告書にて示された認知症対策の基本方針

は、どちらかと言えば、認知症に対応すべき医療資源の不足を課題とし、精神科病院への入院による認

知症患者の治療等医療的アプローチに重きが置かれたものであった。一方、「今後の認知症施策の方向

性について」では、認知症の人ができるかぎり住み慣れた地域で暮らし続けることを目指し、認知症に

関する専門医療体制の整備・強化を求めつつ、「これまでの『自宅→グループホーム→施設あるいは一

般病院・精神科病院』というような不適切な『ケアの流れ』を変え、むしろ逆の流れとする標準的な認

知症ケアパス（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）を構築すること」を基本目標とするなど、介

護や生活支援等のケアを重視した内容に転換されている 7。また、施策の対象者の呼称を「認知症患者」

から「認知症の人」としていることからも、その方向性が伺える。 
 
（３）その他関連制度の改正等の状況 

住み慣れた地域での生活を重視する姿勢は、認知症に限らず高齢者のケアや全般に共通する動向とな

っている。厚生労働省では「地域包括ケアシステム」の概念を提起しており、2012 年の介護保険法及

び介護報酬体系の改正内容には、この概念が大きく反映された。これは、現状別々のシステムにおいて

提供されているサービスや関係主体を有機的に連携させ、個々のニーズに応じた様々サービスが入院・

退院・在宅復帰等の各ステージにおいて適切かつ継続的に（切れ目なく）提供される地域づくりを目指

すものである。具体的には、日常生活圏域（30 分で駆けつけられる圏域）をベースに、①医療との連携

強化（24 時間対応の在宅医療・訪問看護等の充実等）、②介護サービスの充実強化（24 時間対応の在宅

サービスの創設等）、③予防の推進、④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や

                                                   
6 厚生労働省 介護保険最新情報 vol.298 「『認知症高齢者の日常生活自立度』Ⅱ以上の高齢者数について」  
7 厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチーム「今後の認知症施策の方向性について（平成 24 年 6 月 18 日）」 
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権利擁護など、⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備に取り組んでいくもの

とされる。今後は、この地域包括ケアシステムを基本コンセプトとして高齢者等のケアに関する施策や

まちづくりが行われることとなる。 
他方、医療の領域においても、認知症の増加や職場でのうつ病の広がりによりその対策の必要性が高

まったことから、地域医療計画に記載すべき内容に（従来の４疾病５事業に 8）新たに精神疾患が加え

られることとなった。各都道府県ではこの決定に基づき、概ね 2013 年度からの地域医療計画において、

精神疾患に関する地域保健の現状や課題、目標、取組内容を記載することが求められている。 
 
１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及  

○ 「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の作成・普及 
２．早期診断・早期対応  

○ かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数増 
○ 認知症サポート医養成研修の受講者数増 
○ 「認知症初期集中支援チーム」の設置 
○ 早期診断等を担う医療機関の数増 
○ 地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として

多職種協働で実施される「地域ケア会議」の普及・定着 
３．地域での生活を支える医療サービスの構築  

○ 「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定  
○ 精神科病院に入院が必要な状態像の明確化 
○ 「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」の作成 

４．地域での生活を支える介護サービスの構築  

○ 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、必要な介護サービ

ス 
の整備を進める 

５．地域での日常生活・家族の支援の強化  

○ 認知症地域支援推進員の人数増 
○ 認知症サポーターの人数増 
○ 市民後見人の育成・支援組織の体制を整備している市町村数増 
○ 認知症の人やその家族等に対する支援 

６．若年性認知症施策の強化  

○ 若年性認知症支援のハンドブックの作成 
○ 若年性認知症の人の意見交換会開催などの事業実施都道府県数増 

７．医療・介護サービスを担う人材の育成  

○ 「認知症ライフサポートモデル」（認知症ケアモデル）の策定 
○ 認知症介護実践リーダー研修の受講者数増 
○ 認知症介護指導者養成研修の受講者数増 
○ 一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講者数増 

「認知症施策推進５か年計画(オレンジプラン)」の概要 

 
２．認知症対策及び高齢者ケアに関する諸外国の制度・施策 

                                                   
8 日本人の主な死因上位を占める「がん」「脳卒中」「心筋梗塞」「糖尿病」、及び公益性が高く地域医療体制を確保する観

点から特に重点的に取り組むべき「小児救急を含む小児医療」「周産期医療」「救急医療」「災害医療」「へき地医療」

を指す。今回の通知により、４疾病に「精神疾患」が加えられ５疾病５事業となった。 
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（１）諸外国の制度・施策との差異を比較する意味 

上述のように、認知症対策や高齢者ケアの制度・施策は今まさに過渡期を迎えている。策定されたオ

レンジプランについても、法律、制度、施策への展開・運用はまだ始まったばかりであり、具体的な形

になるのはこれからとなる。 
日本の社会保障制度や施策は、先行する諸外国の制度・施策を参考に構築されてきた。しかし、例え

ば医療はイギリス、介護はドイツをベースにしつつも、各国の評価の高い要素を部分的に組み合わせ、

日本の実情に合わせた形で形成されており、一概に他国と同じものとはなっていない。したがって、今

の日本と諸外国の施策動向を比較することで、今後の制度設計や運用の道筋を考える上での一助となる

と思われる。 
そこで、ここでは主に２つの制度的観点から日本と諸外国の制度・施策やその考え方の差異等につい

て紹介する。 
 
（２）主要論点と諸外国との差異等 

（a）入院期間の調整の仕組み 

 日本では、諸外国に比べ認知症患者の入院期間が極端に長いことが大きな問題として取り上げられて

いる。疾病を問わず、日本の患者一人あたりの平均在院日数は非常に長いと言われており、例えばイギ

リス 7.7 日、ドイツ 9.6 日、フランス 12.7 日なのに対し、日本は 32.5 日とドイツの３倍以上となって

いる 9。認知症に限ればその差は更に顕著であり、諸外国は概ね 20 日前後、イギリス（イングランド）

でも 72.2 日であるのに対し、日本の場合はアルツハイマー病由来が 251.5 日、血管性及び詳細不明の

ものが 349.8 日という状況となっている 10。 
なぜこれほどまでに諸外国との差があるのか、日本における認知症患者の入院治療がどのような背景

によってなされてきたのかについては、各審議会等においても様々な議論がなされており 11、統計情報

の計算方法等も含め、より詳細な状態像の分析が求められている。 
諸外国では比較的早い段階から所謂「社会的入院」の問題に着目し、対策が講じられてきた。具体的

には、入院日数に期限を設け、合理的理由なくその期間を超過した場合には病院側に過料を課すという

仕組みが講じられている。それが可能となっている背景には、医療保障制度が社会保険方式ではなく租

税を原資として運用されている場合は行政のコントロールが及びやすいこと、家庭医（診療所）、急性

期病院、慢性期病院といった医療機関の機能分化が進んでいるという点が挙げられる。 
日本と同様に社会保険方式を採用しているドイツでも、「メディカルサービス」（医療保険の保険者た

る疾病金庫が各地域に共同で設置する公益法人）という機関が入院の可否を判断し、退院を勧告するこ

とが可能となっており、制度的な担保も講じられている。 
 

（b）介護サービスの提供方法 

日本の介護保険制度では、公平性を期すために、要介護度のレベルや認定基準が全国一律で厳密に規

定されている。また、公的介護保険に基づき提供されるサービスも、運用レベルでは各地で差異がある

とされているものの、非常に細かく規定されており、通所・入所施設も様々な種類が設定されている。 
一方、スウェーデンやデンマーク、オランダといった国では、一律の認定基準は設けておらず、対象

                                                   
9 OECD「Health Data 2012」。ただし国により計算方法の詳細は異なる 
10 日本は患者調査（2011）。それ以外は OECD「Health Data 2010」 
11 「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会」平成 25 年 3 月 22 日 
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者のニーズを個別具体にアセスメントして必要な介護サービスを決定している。また、要介護度の基準

等を定めているその他の国でも、どのようなサービスを提供するかについては、その種類・内容を自治

体が規定している場合が少なくない。 
こうした制度設計となっている背景には、介護領域における国と地方の役割分担が明確化され、現場

を所管する自治体に責任と権限が集約化されていること、そのための専門職等の人員体制が整備されて

いる点が指摘できる。 
要介護の認定基準や介護サービスの種類・内容を厳密化するメリットは、提供機会の公平性と提供サ

ービスの水準を一定程度担保できること、更に、社会的要請の高いニーズに対してサービス量を政策的

に誘導できることにある。一方で、各介護サービス事業者を監督し指導・助言を行なう立場にある自治

体職員の能力が必ずしも十分ではなく、同じサービス種類・内容でも、事業者によってレベルにばらつ

きが出ているという声も現場から聞かれている。 
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