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持続可能な経済成長に向けて 

～迅速な意思決定ができる経済社会構造への転換～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 
 

第２３回参院選で与党が過半数の議席を獲得し、６年ぶりに衆参のねじれ国会が解消された。低成長

が続く経済と少子高齢化の進展、それに伴い深刻化する財政状況、経済・政治両面における我が国の国

際的存在感の低下、東日本大震災からの復興等、課題が山積する中、多くの国民が政治の安定をと望ん

だ結果であろう。我が国が抱える課題は、社会環境の変化、政治も含めた意思決定システムがもたらし

た構造的課題であり、小手先の改革で解決できる範囲は極めて限定されている。安倍政権は、今後３年

間はじっくりと政策に取組む環境を獲得した。これら構造的課題の解決に向け、指導力を発揮すること

が期待されている。とりわけ、経済政策への期待が大きい。アベノミクスの三本目の矢である「民間投

資を喚起する成長戦略」は、持続可能な経済成長の土台となるものである。一本目の矢の「大胆な金融

緩和」、二本目の矢の「機動的な財政政策」に比べ、政策の発動から効果の発現までに時間を要する。

目先の変化に過剰に反応せずに、着実に政策を推進することが求められる。 
持続可能な経済成長の土台とは、グローバル化・少子高齢化時代にふさわしい経済社会システムへの

変革を意味する。その実現にあたっては、第一にフェアな競争環境を構築することが求められる。グロ

ーバル化の進展により従前以上に企業にとって生産拠点等の選択肢が拡大する中、税・社会保障に係る

負担は重要な要因となる。少なくとも諸外国と比べ同等の負担とするか他のインセンティブがない限

り、我が国への投資を積極化することは困難であろう。 
第二に成長分野への経営資源のシフトである。人口拡大期においては、地域、産業分野ともに全方位

的に成長を促進する経済政策が有効な方策であった。本格的な人口減少期を迎え、他国の成長を自国へ

の成長に取り込むことが求められる時代においては、個々の地域ならびに産業分野の優位性を活かし、

国際的な分業ネットワークに参加することが求められる。そのためには、全方位的な経済政策から脱却

し特に人的資源を中心に成長分野への経営資源のシフトを促進する必要がある。直近の成長分野として

期待される農業、医療、中長期的に期待される我が国が抱える少子高齢化社会の進展に伴う社会的課題

の解決に係る新たなビジネス等の有望分野、産業集積化により国全体の経済成長に寄与できる地域等に

集中的に経営資源が投入されるよう、様々な障壁を取り除くことが求められる。 
第三はイノベーションの促進である。従来の常識を覆す独自技術の開発はもとより、その価値を最大

限に活かすビジネスモデルの創造も求められよう。そのためには、大量生産による規模の経済、多品種

少量生産による範囲の経済に加え、情報流通革命によるネットワークの経済の恩恵を享受できるよう、

ネットワークを資源とした新たな付加価値を創造する視点が求められる。我が国の強みである製造業を

中心とした企業間ネットワークを参考に、他分野においてもネットワークそのものの価値創造をはかる

ことが求められよう。 
上記の取組にあたっては、何よりもスピードを重視すべきである。従来型の熟考を重ね詳細な中長期

計画を策定し推進する業務遂行型のアプローチは、外部環境の大きな変化がないことを前提とした意思

決定方法である。先の予測が困難な不確定な時代においては、全体の流れは意識しつつ、環境の変化に

応じて柔軟にアイディアを取り入れる知識創造型のアプローチが求められる。付加価値創造の質以上に

量、すなわち付加価値創造のサイクルのスピードがより重要な競争力を左右する要因となる。「決めら

れない政治」をようやく脱した今こそ、グローバル時代にふさわしい意思決定ができる経済社会システ

ムへと変革する好機である。日本経済の再生に向けた今後の経済政策に期待したい。

羅羅針針盤盤  
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安倍政権の骨太と地方自治体 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
１．はじめに 

6 月 14 日「経済財政運営と改革の基本方針」、いわゆる安倍政権の「骨太」を閣議決定している。骨

太では、「再生の 10 年」の実現に向けて、量的・質的両面にわたる大胆な金融政策、日本経済の活性化

と国民生活の安心に向けた機動的な財政政策、そして、チャレンジ、オープン、イノベーションに支え

られた民間投資を喚起する成長戦略を柱に、「企業から家計への波及、雇用から所得の増加へ」、「経済

再生と財政健全化の好循環」の実現を目指すとしている。 
 こうした国の再生シナリオに対して、地方自治体の政策は如何に向き合うべきか。地域の多様化が進

む中で各地方自治体が直面している状況は異なり、日本全体の再生シナリオを追随するだけでは、地域

の持続性・活性化は期待できない。以下では、安倍政権が示した骨太に対して、地方自治体はいかなる

認識で向き合うべきかを検証する。 
 
２．パワーシフトへの認識 
 今回の骨太では、「停滞の 20 年」を冒頭に語りバブル崩壊、リーマンショック、欧州政府債務危機等

世界経済の大きな波と共に構造問題として、少子高齢化、新興国の台頭等が日本経済の基礎体力に大き

な影響を及ぼしたことを指摘している。今後の地域を考える場合、少子高齢化、さらに、新興国の台頭

にはじまるグローバル化の変動要因を動態的により正面から認識する必要がある。そして、地域を支え

る経済社会の様々な活力関係、すなわちパワーが変化する「パワーシフト」の時代を迎えたことを住民、

行政、議会を通じた地域全体で認識することが不可欠である。 
 構造的変化であるパワーシフトが生じているにも関わらず、政治、行政、そして地域が変化を十分に

認識せず、自ら形成してきた既得権の構造を堅持すれば、新たに求められている構造と衝突し国、地域

の活力を失わせる原因となる。パワーシフトにより、1990 年代以降、経済社会に活用できる様々な資

源の制約を強め、従来の行政と民間の枠組みにとらわれない資源の最適活用の追求が不可欠になると同

時に、様々な活動に伴うリスクの適切な把握と配分、そして、グローバル化戦略と地域化戦略の統合を

図ることが重要である。グローバル化に対応しつつも翻弄されない地域づくりであり、画一的な枠組み

から脱却し地域資源を個性的に自ら創造し多面的な高付加価値化を目指す視点である。 
加えて、少子高齢化、グローバル化のインパクトの度合いとタイミングは地域によって大きく異なる。

地域の将来特性とは、地域の構造変化から受けるインパクトの違いを認識し、生かせる資源とその性格

を理解することである。たとえば、第 1 に日本全体の高齢化率が上昇するのとは異なり、地方自治体単

位では 2030 年代以降も 65 歳以上人口が増え続けるのは大都市部であり、むしろ非都市部において 65
歳人口自体が減少局面に入る。こうした動向は、高齢化対策の必要性が量的面では地方自治体間で均一

ではなく、2020 年代に向け量的投資は過剰となる地域がある一方で、都市部の社会保障負担が急激に

増加し、高層マンションの更新や限界集落化への対処は、防災面も含め地域の生活に大きな影響を与え

る。反面、非都市部では地域を支えてきた年金所得等が限界的になり新たな所得戦略が必要となる。 
  第 2 に国を越えた地域間競争の激化である。IT、電子機器等先端産業の誘致に補助金、減税策をセッ

トにして注力する地域戦略が従来から広範に展開されてきた。こうした努力も新興国の台頭とグローバ
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ル化が重なり合い激しいコスト競争の中で企業の国内外を通じた流動化を生み、地域の持続性に対する

リスクを高めている。2000 年から 2010 年にかけての付加価値ベースでの売上げは、電気機器等日本の

先端分野で大きく低下しており、為替要因はあるものの、従来同様の単純な企業誘致だけでは地域の持

続性を確保することは困難となっている。企業に地域が合わせるのではなく、地域が本来持つ資源に合

わせた産業を戦略的に育成・立地させることが不可欠な時代となっている。 
以上の二点だけからも都市部の財政運営が従来の右肩上がり時代とは異なり、大きな構造変化に直面

していることが分かる。 
 

３．流動性リスクへの留意と過去の負の資産整理 
 内外に開かれた挑戦による変革には常に地域としてのリスク対応が必要であり、大胆な金融緩和政策

には必ず政策としての出口が到来する。量的・質的金融緩和政策の出口のひとつは、金利上昇である。

骨太の経済政策の成功、あるいは国の長期債務に対する信用低下が生じるにせよ、金利上昇は地方自治

体の財政負担に大きな影響を与えリスク要因を拡大させる。地方自治体への融資は、貸倒れが生じない

ためリスクアセットが基本的にゼロの位置づけにある。但し、これは貸した資金がいつかは必ず返済さ

れるいわゆる信用性リスクの問題であり、この信用性リスクがゼロでも流動性リスクは別問題となる。

流動性リスクとは、金融機関や住民等資金の貸し手が自ら必要となった時にいつでも資金を回収できる

かの課題である。流動性リスクは将来への見通しが良し悪しに関係なく不明確になるほど高まりやすい。

信用性リスクがゼロである地方自治体でも、金融市場の流動性リスクが高まれば長期性資金の調達は量

的に制約され調達コストも上昇し、財政に影響を与える。地方自治体財政の持続性を確保するためには、

少しでも流動性リスクからの影響を受ける要因を少なくしておく必要がある。 
 流動性リスクからの影響を低下させる大きな要因は、地方債残高である。しかし、その前に土地開発

公社、林業公社、第三セクター、公有地信託事業など地方自治体の外郭団体、事業が抱える潜在的な債

務やリスクの処理が不可欠となる。これらの債務やリスクを放置すれば、必ず将来において地方財政を

急速に悪化させる潜在リスクとなる。これまで地方自治体の行財政改革に関連し、第三セクター等の整

理に必要となる一定の経費について地方債の発行を認め、一定期間に集中して改革することを目的とし

て 2009 年度に創設された三セク等改革債（以下「三セク債」）が 2013 年度で期限切れとなる（地方財

政法第 33 条の 5 の 7）。この三セク債を活用する場合、まず議会の起債に関する議決を経たうえで総務

大臣等の許可を得る必要がある。この一連の手続きについて輻輳する権利関係を整理し住民訴訟を意識

した上で、法的な損失額確定を経て行うとなれば事実上、今年度中の対処は困難となる。こうした点を

踏まえ、現在取り組まれている三セク等の改革を頓挫させないためには、既に改革に先行的に取組んで

いる地方自治体との公平性や政策的信頼性を担保しつつ、発行や許可条件等の厳格化を図ることを前提

に一定の延長措置を検討する必要がある。一方で、骨太でも地域活性化等の取組みなどで三セク活用が

選択肢のひとつとなっている。三セクが抱える潜在リスクを明確に把握することで従来の三セクの整理

を着実かつ敏速に進め、その前提で地方自治体に過度にリスク負担を顕在化させない三セク経営と活用

の具体的仕組みを検討する必要がある。 
 
４．過疎債、元気交付金等活用の取捨選択 
 地方自治体のストックベースでのリスクが拡大する一方で、地方自治体のキャッシュフロー、すなわ

ちフローベースの資金繰りは足元では比較的潤沢な状況にある。ハード事業に加えソフト面を組み入れ

た過疎債の存在、そして補助率に拘束されない交付金の存在等が例として挙げられる。これらは、地方
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自治体の財政活用の自由度を高める一方で、厳しく地方自治体の政策力を問うものとなる。なぜならば、

一般会計の負担がないことを理由に、施設拡大や既存事業の温存等見直しを回避し将来負担を拡大させ

る政策に資金を投入したとすれば地方財政の体力は将来的に大きく劣化することになる。 
 政策を思考する際に重要なことは、政策のフルコスト、ライフサイクルコストを可能な限り推計し、

住民と共有し政策判断の材料とすることである。過疎債や元気交付金等で仮に初期コストがゼロないし

著しく低いとしても、維持管理や更新投資が自己負担となれば地方財政の持続性を確保することはでき

ない。 
 
５．人事政策の検証と民活の是非 
 地域、行政組織を問わず人的資源は最終的な地域力を維持するためのセーフティネットである。しか

し、地方自治体の行財政改革では、職員数の削減と給与引下げで最終的なつじつま合わせが行われる傾

向にあった。もちろん、行政組織の効率化スリム化は恒常的に取り組まなければならない課題である。

しかし、効率化やスリム化が過度なダイエット同様に地方自治体の体力自体を奪うとすれば本末転倒と

なる。小規模自治体等ではすでに職員数の削減等が限界に達し、行政機能、住民サービスの機能が劣化

すると同時に、事業単位の日々の仕事に追われ地方自治体全体そして将来を企画する力が低下する実態

も見られる。こうした実態は、地方自治体の職員が形成してきたノウハウの継承にも制約が生じている。

単純な職員数の削減等が持つリスクにもより大きな配慮をする段階に至っている。 
 この点は、民活とも関連する。骨太は民活の拡大を積極的に意図している。民活は、行政のオープン

化として、民間企業等の持つノウハウを生かしより良い行政サービスを質・コスト両面から追求するこ

とを可能にする。骨太では、空港等国が中心となる大型公共事業を中心としている。しかし、地方レベ

ルの民活は再検証すべき段階を迎えている。それは、①民活を行っても維持すべき事業か否かの検証を

行うこと、②消費税税率の引上げによってコスト面での外部化のメリットを再検証すること、③再任用

制度の活用と共に外部化のメリットの再検証をすること、等が挙げられる。民活は地方自治体の規模、

環境等により国の一定規模を有する民間企業との民活とは異なる側面を有している。住民やコミュニテ

ィとの協働も含め骨太の民活に囚われることなく、検討する必要がある。 
 
６．リスク管理計画の必要性 
 2011 年の地方自治法改正によって基本構想策定の義務付け自体が地方分権改革によって廃止となり、

仮に基本構想を作成する場合でも条例規定などがない限り議会の議決を必要要件とすることもなくな

った。従来、市町村の首長を中心に作成されるものの基本構想に対して議会の議決要件を付していた理

由は、基本構想が住民生活に密着した基礎自治体の根本的運営方針について将来を見込んで策定する内

容のため、長期にわたり住民生活に大きな影響を与えることにある。すなわち、基本構想は短期的な視

野ではなく、長期的な視野に立って地域経営の根幹的運営方針を定めることを本来意図している。 
総合計画をめぐる制度見直しに関連し、長期にわたる運営方針のあり方に新たな視点を組み込む必要

がある。それは、リスク管理計画である。この計画において一番重要な点は、状況変化への対応の内容

を計画として示す点である。「環境変化はない」と考えるほどリスクは高くなる。不完全でも将来の変

動要因を認識した方が、実際に受けるリスクの震度を軽減することが可能となる。予測しがたい不測の

事態の中でも将来の状況の中で発生する確率が比較的高く、組織や地域に対する影響度も大きい不測事

態に焦点をあて予め想定し、それが発生した場合にいかに対処するかを事前に考えることがカギとな

る。 
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骨太と米国・ユーロ政策 

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

 

安倍政権、骨太政策は大胆な金融緩和政策、適切な財政政策、そして新産業創造を掲げその具体化に

取り組んでいる。その最終的な成否は、中期的には新産業創造が大きなカギを握ると同時に、短期的に

は、米国経済の景気回復と QE 政策の行方、そしてユーロ経済の安定が大きなカギを握る。とくに、日

本経済の足元の動向は、円安、超低金利政策による企業収益回復と消費税増税を見込んだ住宅投資の拡

大に依存しており、まだ、脆弱な状況にあることによる。 

米国では、リーマンショック後の景気回復を目指し、2008 年に実施された量的緩和金融政策を「QE1」、

2010 年の量的緩和政策を「QE2」、そして 2012 年の政策を「QE3」と呼ぶ。QE1 は、リーマンショック

に端を発する金融危機に対処するため、2008 年 11 月～2010 年 6 月に実施され 1 兆 7250 億ドルが市場

に供給されている。続く、QE2 は、景気回復スピードの加速に向けて、2010 年 11 月～2011 年 6 月に実

施され 6000 億ドルが市場供給されている。続く QE3 は、雇用増加に向けて市場から住宅ローン担保証

券（MBS）を追加的に買い取り、資金を市場供給したもので 2012 年 9月から実施されている。現在、実

施されている QE3 は住宅ローン担保証券を月額 400 億ドル市場から買い取ると共に、事実上のゼロ金利

政策を 2015 年半ばまで延長する姿勢を示していた。  

米国連邦準備制度理事会は、2013 年の米国経済の景気判断を上方修正したことに伴いこの QE 政策の

縮小シナリオを明確にした。2013 年後半から QE 縮小を開始し 2014 年半ばに終了するとしている。この

米国 QE シナリオの明確化は、今後の国際経済の方向性にも大きな影響を与える要因となる。QE 縮小シ

ナリオ明確後に、米国の長期金利は上昇傾向を示している。しかし、①QEを終了し景気回復が強まって

も、相当の間、高度に高まった金融緩和政策は堅持すること、②今回の景気判断の上方修正と利上げ問

題は別であり、利上げに対しては慎重な姿勢であること、などが準備制度理事会の姿勢として示されて

おり、金利上昇に対しては極めて慎重なスタンスであることを明確にしている。 

米国経済の動向は、足元、住宅着工件数に関して頭打ち感があるものの、中古住宅の販売件数等は二

桁台の増加となっており、低迷を続けた米国住宅市場の回復を明確にしている。こうした点から米国経

済の最悪期は脱し、今後の景気回復の持続力の評価に市場は注視することになる。為替市場は、QE政策

の終了表明、景気回復評価等からドル高傾向が依然続いており、長期金利上昇期待が市場には強いこと

から引き続きドル高圧力は続くものと見られる。 

一方、ユーロはギリシャ政治の連立政権の動揺等をから再び財政金融への信頼性が試される局面に入

っており、実態経済の低迷等から超低金利政策の持続を欧州中央銀行は明確にしていることからユーロ

高の圧力は弱まりつつある。加えて、米国の QE の早期縮小方針や中国金融市場の変動等外的影響も加

わり、ユーロ市場の株式下落、国債利回りの上昇等を生じさせている。国債利回りの上昇幅は限定的で

あり、金融機関間の資金需給に大きな問題を生じさせてはいない。但し、実態経済の低迷も反映し、国

債利回りの上昇が続けば、市場からの資金調達が困難となった金融機関の欧州中央銀行依存が拡大し、

南欧諸国の財政赤字問題を中心に全体として再び金融市場への信頼が試される局面ともなりかねない。

実体経済は、ドイツ経済が底入れを示しつつあるものの、フランス、イタリア、スペインはいずれも減

速を続けており問題解決には至っていない。低金利政策の継続、一段の強化姿勢を欧州中央銀行は明示

しており、足元で市場は落ち着きを取り戻している。外部環境に対する耐久力は強くなく、市場の変動

には留意する必要がある。

政策シグナル 

 



  

 

6 政策研究 2013 No.4 

 

 
中国・台湾の経済 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 
 ①中国実質 GDP 前年比（%） （資料）中国国家統計局資料から作成。 

 
②台湾 IT 関連企業売上高(億台湾元) （資料）台湾行政院、台湾証券取引所等資料より作成。 

 
 中国の実質 GDP は、7-8%台成長の推移が続いている。政策的に中国政府が高度成長ではなく、持続

性・健全性を重視した政策展開を維持しており、固定資産投資・小売売上の動向から見ても国内投資・

消費活動共の不振が続いている。産業別では、第二次産業・製造業の不振が続いている。製造業を中心

に、過剰設備を依然抱え続けており、現在の持続性・健全性を重視する政策展開が続く下で過剰設備の

整理には時間を要すると見込まれる。一方で、非製造業は製造業に比べて、堅調な動向が続いている。

当面、サービス業の底固さが中国経済を支える動向となる。 
一方で台湾の2013年1-3月期実質経済成長率は、前年比1.5%増にとどまり2012年10-12月期の3.3%

増から大幅に減速し、前期比では 0.8%のマイナスとなっている。2012 年 10-12 月期に経済減速の底入

れが確認されたものの、再び減速し足元での台湾経済の弱さを示す結果となった。 
 内需面では個人消費が大幅に減速し、政府消費もマイナス成長となったことが大きく影響している。

また、産業別で見ると不動産、建設業は堅調な動きを続けたものの、それ以外の産業は低迷が続き、と

くにこれまで台湾経済をけん引してきた電子機器関連産業の勢いが従来に比べ再び弱まっている。その

背景には、中国、韓国との競争激化が影響している。台湾経済の安定的な回復には、輸出の回復が不可

欠であり消費を中心とする内需の低迷脱出のためにも輸出回復の道筋が不可欠となっている。 

アアジジアアリリンンクク  
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医療分野における日本企業のベトナムへの展開の取組 

株式会社富士通総研 公共事業部 坂野 成俊 

 

１．日本企業にとってのベトナムの位置付けとベトナムの医療分野への展開の方向性 
【日本企業にとってのベトナムの位置付け】 

2011 年のベトナムの人口は 8,879 万人と、ベトナムなど 10 カ国が加盟する東南アジア諸国連合

（ASEAN）では第３位となっている。ベトナム経済は今後も着実に成長し、所得は 2011 年の 1,374 ド

ルから 2016 年には 2,000 ドルを突破して中所得国の水準に達する見通しであり、大きな人口規模を活

かして消費市場が拡大すると考えられる。また、日本はベトナムに多額の政府開発援助（ODA）を供与

しており、円借款や技術協力の主要な供与先となっている。 
日本企業はこのような成長状況下にあるベトナムに積極的に進出しており、安い労働コストを活かし

て生産する「工場」としてだけではなく、今後の所得の向上を見据えた「市場」としての重要性が高ま

っている。「日本再興戦略」（2013 年６月閣議決定）では「国際展開戦略」を打ち出しており、ODA の

活用等を通じて日本企業のベトナム等への進出を促進している。 
 
【ベトナムの医療分野の現状】 

ベトナムでは近年の経済成長による所得の向上に伴って医療への支出が増加し、ASEAN の中では高

い医療水準を維持している（図表 1）。しかし、ベトナムの所得が少ない地域においては、医療水準が依

然として低くなっている。また、ベトナムでは医療水準が低い地域の保健医療サービスに満足しない、

症状の軽い患者が大規模病院に集中し、大規模病院が混雑して高度な医療サービスに集中できないなど、

医療機関の役割分担が十分に機能してなく、貴重な医療資源（スタッフや設備・備品、予算等）が非効

率に消費されている状況にある。 
 
図表 1 ASEAN の所得と医療水準の関係（2011 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：所得の高いシンガポール・ブルネイは、除く。 
資料：「World Health Statistics 2013」（世界保健機構（WHO））より作成 
 
ベトナム政府は「社会経済開発戦略」（2011 年）や「経済・社会発展５カ年計画」（2011 年）におい

て、地域の保健医療水準の向上を打ち出している。国際協力機構（JICA）はベトナム保健省（MOH）

の直轄病院を起点としたベトナムの医療機関間の連携を促進し、医療機関の役割分担を機能させて医療

資源を効率的に活用することによって、地域の保健医療水準を高める政府開発援助（ODA）による支援

を行っている。 
 

事事例例研研究究  

 

[出生時平均余命] [１歳までの千人当たり死亡乳児数] 
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【MOH の IT を活用した地域保健医療情報ネットワークの整備の取組】 
MOH は近年の情報通信技術（IT）の急速な発達を受けて、５カ年の「IT 活用マスタープラン」（2011
年）を策定し、国民の保健医療情報を管理する IT システムである地域保健医療情報ネットワークの整

備等を打ち出している。なお、ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの整備の市場規模は、

400 億円程度と見込まれる。 
地域保健医療情報ネットワークの整備に当たって、MOH は日本を始めとする諸外国の地域保健医療

情報ネットワークの事例に関心を有しており、日本企業は国内で培ったノウハウを活かして、ベトナム

に地域保健医療情報ネットワークを展開できる可能性が高まっている。 
 
２．ベトナムに展開する地域保健医療情報ネットワークの概要 
地域保健医療情報ネットワークとは、インターネットを通じて医療機関に「紹介状作成」や「診療予

約」、「カルテ参照」、「画像添付」、「地域連携パス」等のサービスを提供し、患者の診療情報を交換する

ことによって、（Ⅰ）地域の保健医療サービスの向上と（Ⅱ）医療資源の効率的な活用・大規模病院の

混雑緩和、（Ⅲ）効果的な保健医療政策の企画立案の実現をめざすものである（図表 2）。国内で地域保

健医療情報ネットワークを培った一部の日本企業は、以下の３つの方針に基づく、ベトナムに適した地

域保健医療情報ネットワークの事業化に取り組んでいる。 
 

（Ⅰ）医療機関の情報交換の促進：日本の厚生労働省電子的診療情報交換推進事業（SS-MIX）に基づ

いて、ベトナムの診療情報の標準化ストレージを開発 
（Ⅱ）柔軟性の確保：クラウド技術により、ベトナムの公立病院はインターネット接続環境のみで利用

可能 
（Ⅲ）信頼性の確保：ベトナムの公立病院とデータセンターは仮想プライベートネットワーク（VPN）

を利用して、高度なセキュリティを確保 
 
図表 2 ベトナムに適した地域保健医療情報ネットワークのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの展開のスキーム 
ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークは、地域の医療を支える公立病院に展開することが

重要であり、地域保健医療情報ネットワークは公立病院を所管する MOH・地方政府が管理することに

なると考えている。しかし、MOH・地方政府の財源は厳しく、ベトナムにおける地域保健医療情報ネ

患者B 患者C患者A 患者A患者C

診療所 大規模病院

地域保健医療情報ネットワーク（インターネット上）

患者Cの診療情報

患者Bの診療情報⇒遠隔医療

患者Aの診療情報

ベトナムの標準化ストレージ

VPN VPN

VPN
保健医療政策

の周知
保健医療情報
の収集

（Ⅰ）地域の保健医療サービスの向上

n患者Aは円滑に大規模病院へ

n患者Bは診療所で大規模病院の診断を

受けれる（遠隔医療）

n患者Cは身近な診療所へ

患者B

データセンター

（Ⅱ）医療資源の効率的な活用・

大規模病院の混雑緩和

n症状が軽い患者は診療所、重い患者は

大規模病院へ⇒医療機関の役割分担が

機能し、大規模病院は高度な保健医療

サービスに注力：混雑緩和

（Ⅲ）効果的な保健医療政策の企画立案
nMOH・地方政府は正確な保健医療情報

を収集し、効果的な政策を企画立案

（鳥インフルエンザの突発的な感染症

対策等に有効）
nMOH・地方政府は保健医療政策を医療

機関に正確・即時に周知

患者は最大3名
から1名に

症状の

改善

症状の悪化

MOH・地方政府
：患者の動き
：情報の動き

紹介状作成 診療予約 カルテ参照 画像添付
地域連携
パス

日本の方式
（SS-MIX）に
基づいて検討
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ットワークは MOH・地方政府の負担を軽減しながら、整備・運営することが重要である。 
このため、ベトナムへの地域保健医療情報ネットワークの展開をめざす日本企業では、以下の２つの

方針に基づいて、「上下分離方式」による地域保健医療情報ネットワークの整備・運用を検討している

（図表 2）。 
（Ⅰ）「上」：運営費用は公立病院からの利用料金で賄い、MOH・地方政府の負担を発生させない 
（Ⅱ）「下」：整備費用は MOH・地方政府が負担するが、必要に応じて ODA を活用して負担を軽減す

る 
 
図表 2 上下分離方式によるベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの整備・運用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの「整備」では、通信環境や PC・サーバー等の IT

機器の整備、データセンターの確保等に多額の費用がかかる。MOH・地方政府が地域保健医療情報ネ

ットワークの整備にかかる多額の費用を負担するが、必要に応じて JICA の技術協力プロジェクト等を

活用して資金を調達する。ここで、日本企業はベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの整備

の受注をめざすことになる。 
また、ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの「運営」では、MOH・地方政府が利用す

る公立病院から徴収するサービス利用料金でサービスを開発・提供するとし、MOH・地方政府の負担

は発生しない。ここで、日本企業はベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの開発・提供の受

注をめざすことになる。 
 
４．ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの事業化に向けて 
ベトナムにおける地域保健医療情報ネットワークの整備は、2011 年に MOH が「IT 活用マスタープ

ラン」を策定してから検討が開始しており、これから国内で地域保健医療情報ネットワークのノウハウ

を培った日本企業の展開が始まると考えられる。日本企業のベトナムにおける地域保健医療情報ネット

ワークの展開に当たっては、 
（Ⅰ）ニーズの確認 
（Ⅱ）実証実験等による効果の検証 

③サービス運営料金

：整備に関するお金の動き

：運営に関するお金の動き

：サービスの利用

大規模病院

JICA 日本企業
地域保健医療情報ネットワーク

（インターネット上）

①ODA（技術協力等）

サービス

利用

サービス

利用

②サービス

利用料金

②サービス

利用料金

③インフラ整備料金

②インフラ整備

①サービス運営

管 理

MOH・地方政府

n整備：原則、MOH・地方政府が負担

n運営：公立病院の利用料金で賄う

診療所

必要に応じて検討
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（Ⅲ）MOH・地方政府の資金調達の支援 
等を実施していくことが求められる。 

なお、（Ⅰ）・（Ⅱ）については、日本企業は国等の公募調査を活用して費用負担を軽減するとともに、

MOH・地方政府からの信用を得ることが重要である。また、（Ⅲ）については、ODA の活用を検討し、

財源が厳しい MOH・地方政府の費用負担を軽減することも重要である。さらに、ベトナムの医療制度

は日本と異なるため、日本企業は国内で培った地域保健医療情報ネットワークのノウハウをベトナムの

医療制度に合わせて修正することが求められる。このため、日本企業はベトナムの医療や IT に詳しい

現地企業と連携し、ベトナムの医療制度に合致した地域保健医療情報ネットワークを開発することが重

要である。 
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2012 No.11 公共調達とイノベーション 

地方自治体における産業連関表の活用（1） 

安倍政権、三本の矢の評価と課題 

中国経済の構造課題 

本格的な地方分権改革時代の総合計画のあり方 

2012 No.12 求められる新たな標準化戦略 

地方自治体における産業連関表の活用（2） 

政策展開へのリーダーシップ力 

インド経済の構造的政策課題 

本自治体における現金給付のパラダイム転換 

2013 No.1 オープンイノベーション時代に求められる IT 

横浜特別自治市構想と大都市制度 

地域の付加価値特化を加速させる新産業政策 

アジアの新成長拠点・カンボジア経済 

東日本大震災をふまえた地域防災計画の見直し 

2013 No.2 マイナンバーは何を変えるのか 

地域政策の優位性検証プロセス① 

秋に真価を問われるアベノミクス政策 

タイ経済の復興 

社会保障・税番号制度は情報化の在り方をデザインできるか？ 

2013 No.3 大都市制度と道州制の行方 

地域政策の優位性検証プロセス② 

町立病院赤字経営と財政運営（白老町） 

TPP 議論の為の米韓 FTA の検証 

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 
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