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地方自治体からみる「まち・ひと・しごと創生」（１） 

（創生法の特性と地方自治体の取組み） 
北海道大学法学研究科教授  宮脇 淳 

はじめに 

統一地方選挙後の地方自治体の大きな課題として、安倍政権が掲げる「まち・ひと・しごと創生」に

如何に向かい合い取り組むかが上げられることは言うまでもない。内閣府等政府による地方創生への取

組みや地方版総合戦略策定に関する説明等が展開される中で、以下では地方自治体の視点から見て「ま

ち・ひと・しごと創生」をどのように活用し、また留意すべき点があるかを二度にわたって整理する。 
 
１. 創生法の受け止め方 

安倍政権は、2014年12月27日に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」とこれを具体的に実現す

るための「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定した。人口減少が地域経済社会に与える影響

を踏まえた上で、人口減少問題の克服等に向けて政府としての目標を掲げ取り組む姿勢を示したもので

ある。こうした政府の将来ビジョンを地方自治体で展開するため、政府の「長期ビジョン」、そして創

生総合戦略に基づき、都道府県や市町村は、2015年度中に「地方版総合戦略」を策定することになる。

この策定に関して、まず地方自治体として踏まえることは「まち・ひと・しごと創生法」（以下「創生

法」）に対する理解である。 
この法律は、安倍政権の地方創生政策の理念や政府の取り組み体制等を定める内容であり、創生総合

戦略の基本法的性格を有している。通常の基本法の場合、国民や地方自治体に一定の権利・義務を明確

にし、さらに下位の政令等で具体的な内容を定める体系をとる。このため、基本法では創生政策の理念

と具体化する大きな枠組みを規定する内容に留め、いわゆる行政主体が国民の権利等に対して具体的に

影響を与える事項については行政作用法に繋げ委ねる形態が一般的である。しかし、創生法では、創生

法を受けた行政作用法は制定されておらず、行政主体が国民の権利等に対して具体的に影響を与える事

項について国は明確にしていない。こうした創生法の特性は、地方自治体の創意工夫を広範に受け止め

る体系となっている一方で、従来の法体系を前提とすると視点からは、国や地方自治体の役割・責任関

係等政策の明確性が問われる構図となっている。それだけに、政府による丁寧な説明が必要となってい

る。地方版総合戦略の策定と実施を通じた地方議会への説明においても、地方自治体が創生政策、そし

て創生法の特性を十分に理解するとともに、自ら政策を生み出す政策創造力が必要である。 
創生法の目的は、「日本の人口減少に歯止めを掛けること」と「東京一極集中を是正すること」にあ

る。創生法第一条 では、「この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口

の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい

環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望

を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊か

で多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること（以下

「まち・ひと・しごと創生」という。）が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生につ

いて、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するための計画（以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）の作成等について定め

るとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しごと創生に関する施

策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。」とし、この点を明確にしている。 
こうした目的に対する地方自治体の留意点として、①人口減少問題は高齢化と重なり合い、その深度
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と進度が地方自治体ごとに異なる点を周辺自治体の状況も踏まえ時間軸の中で認識すること、そのこと

は、地域毎に評価や工程表も異なる点が生じること、②東京一極集中の是正が課題となっているものの、

地域毎に一極集中の構図が程度に差はあっても生じていること、そして東京圏内であっても地方自治体

内の地域において人口減が急速に生じている場合があること、③東京圏とそれ以外の地域との連携を排

除するものではないこと等がある。 
そもそも、創生法で言う「東京圏」の定義、すなわち範囲はどのように設定しているかを確認する必

要がある。「東京圏」の語句は、創生法に限らず多極分散型国土形成促進法をはじめとして、少なから

ずこれまでも使用されている。その語句の定義は、法律によって異なるものの、創生法では「東京23区
及びこの地域と経済社会活動で一体化している地域」とイメージされており、作用法において明確に規

定しない中で創生の趣旨に沿って流動的・多様的に解釈することが必要となる。そもそも、「地域と経

済社会活動の一体化」の構図と地理的範囲は、ICT（情報通信技術）の進化等により多様化かつ流動的

であり、画一的に捉えることはできない。したがって、法令により地域と経済社会活動で一体化の姿を

画一的に規定することは困難かつ不適切であり、戦略領域、地域により異なる姿とならざるを得ない。 
また、創生法は東京圏を創生政策の対象から除外し、非東京圏のみを対象とする内容ではない。第一

条の「それぞれの地域」は東京圏を含む概念であり、東京圏と他の圏域との連携によって東京圏での過

密等の実態が改善されること等、そのスキーム自体極めて重要な創生政策となる。この点から東京圏の

地方自治体の非東京圏との連携の展開は、重要なカギのひとつとなる。但し、長期的には人口の過密状

況は人口減と共に解消される方向にあり、すでに東京圏内にも限界集落や人口減の激しい地域が存在す

ることには、留意しなければならない。すなわち、日本全体で長期的には人口減の構造の中で、人口過

密等の課題自体は時間軸により緩和される方向にある。その中で、如何なるソフトランディングの政策

が必要かの視点がカギを持つことになる。なお、各自治体で65歳以上人口のピークがいつ到来し減少局

面に入るか周辺自治体の状況も含め検証する必要がある。一口に高齢化と言っても地域毎に実態が異な

るものとなるからである。 
続く第二条では、創生法の「基本理念」が提示されている。その第一号では、「国民が個性豊かで魅

力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じ

て環境の整備を図ること。」を掲げている。ここでは、「まち」のイメージを明確にし、東京圏・非東京

圏を通じた潤いのある豊かな生活の実現を理念としている。「潤いのある豊かな生活」は、公理的表現

であり、その具体的姿は本質的に国民それぞれにより千差万別である。こうした理念の実現に対して大

きな課題として位置づけているのが、企業や教育機関も含めた東京圏への集中である。人口減を是正し

豊かな生活を実現するためには、一定の雇用所得環境を確保することが前提であり、その意味から企業

立地がまずは本質的課題となり、人材を育成し供給する大学をはじめとした高等教育機関等の分散充実

が創生政策としてイメージされていることになる。 
第二号は、「日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長期的

に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を

得ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図ること。」と定めている。ここにおけるカギは、「日

常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス」の概念であり、その言葉通り公共サービスに限定せず

広く地域を支えるための不可欠なサービス全体を意味する。したがって、行政経営的視点だけでなく、

民間サービスのあり方も含めた地域経営の視点、そして、経営を展開する時間軸への認識が重要となる。

地域経営の展開には、官民パートナーシップ、官民との様々な情報の共有や融合も必要となる。 
第三号は、「結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産又は育児

についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること」としている。「結婚、

出産又は育児についての希望を持つことができる社会」の実現には、人生のライフサイクルを描ける地
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域づくりが重要であり、子育て世代の問題に加え子供も地域に定着できるような環境がカギとなる。 
第四号「仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図ること」は、ワークライフバラン

ス、すなわち仕事と生活の調和の確保を意味しており、女性の労働環境の改善、長時間労働問題への対

処等を意図している。そして、以上を通じて第五号の「地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の

活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること」が明示されている。なお、第六号から第七号は、

以上の理念を国や地方自治体の行政だけでなく、民間企業等も含めた地域全体で共有し実現することを

掲げており、まさに地域経営の視点を地方自治体により強く求める内容である。こうした地域経営の中

で「国」が果たすべき役割を定めたのが第三条であり、第四条、第五条で地方自治体、事業者の努力規

定が設けられている。いずれにせよ、創生政策の最前線に位置するのは地方自治体であり、作用法を想

定していない創生法においては、地方自治体の地域経営としての視点、そして他の地方自治体、民間企

業そして非営利団体等とのネットワーク形成が重要となる。 
 
 
２. 創生総合戦略 

国の作成する創生総合戦略のあり方については、第八条で定められており、 
「１  政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとする。 

２  まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 まち・ひと・しごと創生に関する目標、二 まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基

本的方向、三 前二号に掲げるもののほか、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
３  まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成するに当たっ

ては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十二条第二号の規定による検証に資する

ようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関する客観的な指標を設定するとともに、地

方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
４  内閣総理大臣は、まち・ひと・しごと創生本部の作成したまち・ひと・しごと創生総合戦略

の案について閣議の決定を求めるものとする。 
５  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を公表するものとする。 
６  政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、まち・ひと・しごと創生総合戦略を変更

しなければならない。 
７  第三項から第五項までの規定は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の変更について準用する」 

としている。以上のポイントは、第１に創生総合戦略は、人口の現状に対する認識・検証と将来の人

口の見通しを明確にイメージする必要があること、第2に「実施状況に関する客観的な指標」を設定し

検証することである。そして、この二つの要件は、都道府県及び市町村の創生総合戦略にも共通して求

められている。加えて、市町村の創生総合戦略については都道府県の創生総合戦略と整合性を確保する

ことが求められ、都道府県、市町村ともに2015年度中に策定することを求めている。この意味から、都

道府県と市町村の創生総合戦略を市町村の独自性を発揮しつつ確保する仕組みづくり流れの形成がポ

イントとなる。第二回は、地方自治体が創生総合戦略策定の際に留意すべく事項について整理する。 
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       まち・ひと・しごと創生とガバナンス形態 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

まち・ひと・しごと創生戦略は、本号政策論説でも整理したように、行政経営に止まらず地域経営を

意図した戦略づくりが必要となる。そこでは、行政組織内のガバナンス構造だけでなく地域全体のガバ

ナンス構造の変革が意図される必要がある。加えて、単なる人口減等の外部環境に合わせた受け身の「意

図せざる変化」ではなく、「意図した変化」に導くことが求められる。すなわち、単にコストを一時的

に削減・抑制する効率化等ではなく、行政の権限と責任の体系を再構築すると同時に、民間も含めた新

たなガバナンス構造を形成するツールとして位置づけ機能させることが重要であり、創生法も求めるよ

うにそのことが政策の循環構造（PDCA サイクル）と連携する中で政策や制度を進化させ、地域の持続

性確保を現実のものとする。 
創生戦略の新たなガバナンス形態の模索には、①「既存の地域における行動のルール化」としてのガ

バナンス、②「地方創生における新たな行動のルール化」としてのガバナンス、③そして「新たな地域

の姿に対する認識共有」としてのガバナンスの三形態に分けて政策思考することが有用である。 
三形態のうち一般的にガバナンスの言葉は、最初の①「既存の地域における行動のルール化」の意味

で使われることが多い。そして、通常の効率化の取組みは、既存の行動ルールの基本的枠組みを維持し

つつ、財政負担の軽減の視点で展開される。これは、既存の行動のルール化を「改善」する取組みであ

り、従来の枠組みを維持しつつ職員削減、外部化等既存制度の効率化の領域を中心とする。このため、

従来の無駄を改善することまでは可能でも、新たな枠組みの構築までは意図しないため、効果が一過性

のものに止まり、既存の枠組みとのアンビバレンス（両方価値）な対立構造の中で地域の創生に結び付

くパワーは極めて限定的となる。その結果、方向性を自ら明確化した意図した変化ではなく、環境変化

を受け身で受け止める意図せざる変化に陥ることも多い。こうした受け身の改善ではなく、意図した変

化を生み出すことで想定外の環境変化への耐久性が高まり成果も大きくかつ持続的なものになる。権限

と責任の再構築を伴わない取組みは、一時的に効率化の成果を生み出すものの、外部環境変化に合わせ

ることに止まるため、再度の変化に対しての耐久力が弱い。 
創生戦略で求められるのは、既存の行動ルールとしてのガバナンスを優先する以上に、意図した変化

を生み出すための②「新たな行動のルール化」と③「新たな地域の姿に対する認識共有」により、地域

のガバナンスを進化させることを同時並行的に進めることが不可欠となる。①の「既存の行動のルール

化」と、②③の「新たな行動のルール化」・「新たな地域の姿に対する認識共有」の繋ぎ手となる重要な

位置づけにあるのが創生戦略の計画である。 
そして、まず重要なのは「新たな地域の姿に対する認識共有」を官民ネットワークを通じて地域全体

で深化させることである。地方創生は、地域経営の視点が柱となることから、戦略策定に関しては少な

くとも民間企業やコミュニティとの情報共有、連携による戦略策定が前提となる。但し、従来の総合計

画策定にあるように多くの意見を総花的に羅列する形態となれば、実践性のある戦略を形成することは

できない。このため、地方創生のターゲットとそこに接近するトリガーを明確にする、いわゆる「オッ

カムの剃刀」（政策は単純な方が良い）への意識が重要である。PDCA サイクルによる評価機能を発揮

するには、創生の目標を明確にする議論と認識共有がまず求められる。 

政策シグナル 
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日中サンドイッチ論 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料）韓国政府資料より作成。 

韓国経済が減速を続けている。韓国経済は、2014 年第一・四半期まで順調に回復傾向を辿ったもの

の、2014 年第二・四半期以降、実質成長率が減速する動きを続けている。こうした減速の主因は、韓

国経済の 50%を占める輸出の不振にある。韓国経済は、国内経済の規模が限定的であり、グローバル化

の中で輸出動向に大きく左右される体質にある。こうした点は、今後、急速な人口減に伴い国内経済の

縮小が見込まれる日本経済の将来を考える上でも留意すべき視点となる。 
韓国経済が対欧米も含めて輸出が不振な背景には、中国の廉価品と日本の高品質品の間に挟まれ韓国

製品の特性がマーケットで不明確となり競争力が低下しているいわゆる「日中サンドイッチ論」が上げ

られる。産業発展段階の違いから生じる課題であり、常に先行する経済において付加価値の向上に対す

る間断ない努力が必要であり、人口減少が激しくなる日本経済においても同様である。 
また、韓国経済は、為替市場面から円安・ウォン高がさらに拍車をかけている。この為替要因から、

韓国製品の値下げが続く状況にあり、アジア経済全体の中で韓国経済は構造的な克服課題を抱えている。 

アアジジアアリリンンクク  
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          自治体における在宅医療・介護の推進に向けて 

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（率・数の増加）に伴って増加する慢性疾患や認知症、看取り等多様な医療・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、国を挙げて在宅医

療・介護の体制整備が推進されている。診療報酬の重点的な加配、平成 25 年度からの医療計画への在

宅医療の整備目標等の追記、二次医療圏毎の目指すべき医療提供体制を示した「地域医療ビジョン」の

今後の策定等、在宅医療・介護の普及・推進に向けた取組が求められている。 
しかし、制度整備等は進みつつあるものの、在宅療養支援診療所は全診療所の 1 割に留まる等、現状

では在宅医療・介護の体制整備はあまり進んでいるとは言い難い状況にある。 
本稿では、この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いて、概略を簡単に紹介する。 
 

 

１. 在宅医療・介護が必要とされる背景 

①利用者の視点 

我が国では、臓器別の病院完結型医療システムが進化してきたことにより、世界的にも高水準の医

療サービスが受けられるようになった。しかし、患者の QOL（Quality Of Life：生活の質）が重視さ

れるようになるに連れ、救命の現場である病院での過度の延命措置は QOL を低めているのではないか

という議論や、入院・施設介護ではなく可能な限り住み慣れた地域や自宅における QOL 重視のケアに

注目が集まり、自宅等での療養や介護を希望する国民が増加する傾向にある。平成 20 年の終末期医療

に関する調査では、回答者の 63.3％が終末期は自宅で療養したいと希望しており、これら多くの国民

のニーズへの対応が求められていると言える。 
 
②政策（供給側）の視点 

我が国は、他国に類を見ない急速な高齢化（率・数の増加）に伴い、慢性疾患や認知症、看取りとい

った医療・介護ニーズの急増が見込まれている。医師・看護師等のスタッフや病床等の施設・設備等の

医療・介護資源は限られ、地域によっては資源不足が深刻化する中、急増するニーズに十分に応えるた

めには、現在の病院（あるいは施設）完結型の医療・介護提供体制では供給不足が懸念されることや、

ニーズの急増は社会保障費の急増を意味し社会保障制度の持続可能性の確保が急務となっていること

から、より効果的・効率的な供給体制の構築が求められており、その一環として在宅医療・介護の推進

が必要となっている。 
特に首都圏等の大都市部は、現時点ではまだ生産年齢人口の流入増等により高齢化率も比較的低位に

ある地域も少なくないが、その様な地域でも今後急速に高齢化が進むこと、また絶対数としての医療・

介護資源は決して少なくはないものの、人口が非常に多いために人口比で見ると全国平均に比べ全般的

に少ないことから、供給力の速やかな向上が急務であるが、それが全国的に困難な中では、高齢者人口

の急増・ピークまでに残された限られた短期間内に、在宅療養可能な環境を着実に整備していく必要が

ある。 
 
 

事例研究 
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２．在宅医療・介護の状況 

①全国的な状況 

１の背景から在宅診療・介護の提供体制を整備・拡充が求められているが、平成 23 年の医療施設調

査（静態）によると、訪問診療を行っている医療機関は病院の 28.0％（2,407 機関）、診療所の 20.0％
（19,950 機関）となっており、ニーズに対応できるだけの在宅医療・介護の提供体制にはなっていな

い。 
また、在宅医療の推進上重要な医療・介護の連携も進んでいない状況にある（「居宅介護支援事業所

及び介護支援専門員の実態に関する調査報告書（平成 21 年度老人保健健康増進等事業）」では、ケア

マネジャーの約５割が「医師との連携が取りづらい」と指摘）。 
 

②ある県の実態 

全国的な状況を踏まえ、弊社が昨年度ある県で実施した実態調査では、次表のような結果・課題等

が明らかとなった。 
 
 

調査対象 調査テーマ 主な結果の概要 

①診療所 

②病院（在支病（在医総

管のみのところは除く）、

非在支病） 在宅医療・看

護の実施状況 

 診療所の 6割が在宅医療を未実施、更にその 6割は今後も実施意向無 

 実施中の医療機関の多くが、対応患者数を増やす余地あり 

 意向ある診療所による新規の実施や、実施中の診療所の対応強化に

は、実施体制の構築が必要 

③訪問看護事業所 

 大小様々な事業所があるが月平均67.4人の患者に393.9件の訪問。多

くの事業所で提供増の余地あり 

 対応患者増には自事業所の増員・スキル向上や医療機関との連携強化

が必要。また在宅医療推進のための医師への基本的な要望は多い 

④在宅療養患者 

在宅医療を受

けている患者・

家族の状況 

 平均的には、訪問診療を月 1・2 回、訪問看護(全員ではない)を月 1～3

回利用 

 在宅医療を以前から知っていた人が最多(2割)、在宅医療の説明も必要

になる前から知っておきたい人が最多(1/3)で、前から知っていた人の

方が利用時の不安も少ないことから、前々からの周知が重要 

⑤老人ホーム（養護老人

ホーム、特養、ケアハウス、

有料老人ホーム） 

在宅看取りへ

の対応状況 

 ４割は看取り経験無、3割はターミナルケアや看取りに対応しない方針 

 今後は半数以上（50.7％）の施設がターミナルや看取りへの対応意向は

あるが、体制、スキル、精神的負担等の課題がある。 

⑥県下市町村 在宅医療・介

護の連携に向

けた促進・支

援の状況 

 約 3 割が在宅医療の実施状況を未把握、約 6 割は必要性を感じている

が未だ特に取り組まず。推進体制の設置等各種取組も多くが未実施 

 理解・協力が得られる地域資源・人員や、連携体制・庁内体制の不足等

を推進上の課題とし、医師会や医療機関の参加･協力を多くが希望 

 県には広域的な調整への期待大。保健所単位や県単位での、関係団

体との連携に向けた一括調整を期待 

⑦郡市（地区）医師会 

 在宅医療の実施状況は 1/3 が未把握、推進状況も会としての取組にま

で至っていないのが半分超（特に自治体からの協力要請がない医師会） 

 推進体制の設置等各種取組は市町村に比べ実施率は 2～5割と高い 

 

表：実態調査の対象・結果概要等 
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３．在宅医療・介護が進まない主な要因 

２に示したように在宅医療・介護はあまり普及が進んでおらず、まだ発展途上の状況にある。この

主な要因として、次の様な点が指摘される。 
 

○入院→退院→在宅療養のケアパスが未整備
・患者受入の見通しを立てにくいため、医療者が在
宅医療の実施に至らない

○24時間・365日の対応等が困難
・医療者に、負担増への不安が大きい
・緊急時の後方病床の確保が難しい

○多職種・多機関間の連携が不十分
・医療関係者と介護関係者の意識に差異があり、実
務レベルでの連携が進まない

○一部の熱心な推進者に依存
・組織的・地域的に在宅医療ニーズに対応する視点
が欠けているため、点から面への普及が進まない

○在宅医療を行う医師のキャリアパスやステイタス等
が未確立

・医師が自らの成長等をめざす上で在宅医療という
選択肢を意識できない

提供側

○入院→退院→在宅療養のケアパスが未整備
・患者受入の見通しを立てにくいため、医療者が在
宅医療の実施に至らない

○24時間・365日の対応等が困難
・医療者に、負担増への不安が大きい
・緊急時の後方病床の確保が難しい

○多職種・多機関間の連携が不十分
・医療関係者と介護関係者の意識に差異があり、実
務レベルでの連携が進まない

○一部の熱心な推進者に依存
・組織的・地域的に在宅医療ニーズに対応する視点
が欠けているため、点から面への普及が進まない

○在宅医療を行う医師のキャリアパスやステイタス等
が未確立

・医師が自らの成長等をめざす上で在宅医療という
選択肢を意識できない

提供側

○患者・家族の意識等が未成熟
・在宅療養という選択肢を知らない
・利用方法・手続等がわからない
・自宅での介護への不安や負担等から選択しない

利用側

○患者・家族の意識等が未成熟
・在宅療養という選択肢を知らない
・利用方法・手続等がわからない
・自宅での介護への不安や負担等から選択しない

利用側

相互に関係

 

図：在宅医療・介護が進まない主な要因 

 
４．各都道府県における取組状況 

「社会保障・税一体改革大綱（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）」を受け、新たな医療計画（平成 25
年度より実施）では、医療機能の分化・連携の推進等と共に、「在宅医療について達成すべき目標、医

療連携体制、人材確保等を記載する」こととされ、在宅医療を担う医療機関等の役割を充実・強化す

るための取組等が記載されている。 
在宅医療提供体制の整備は全国的な課題であることから、医療計画等に基づき、各都道府県で様々

な取組が行われている。各都道府県の医療計画における在宅医療の取組内容を分類・整理したところ、

次表のようになった。 
取組の分類 実施県 

(1)研修等による在

宅医療・介護の人

材の育成・確保 

在宅医療・介護技能向上等に向けた取組 38 

多職種連携の推進（研修等による） 30 

地域リーダ等の育成 7 

その他 13 

(2)各種サービス・

関係主体の拡充・

機能強化等 

医師（特にかかりつけ医）・医療機関 32 

訪問看護師・訪問看護事業所 34 

訪問歯科医・歯科診療所 25 

訪問薬剤師・訪問薬局 28 

在宅医療の推進・連携の拠点施設等 18 

その他 17 

(3)関係者・機関の

連携等による提供

体制の充実化 

チームケアや多職種連携の推進 46 

在宅療養への移行支援（退院支援等）のための体制充実化 37 

24時間の療養支援体制（後方病床や緊急時対応等）の充実化 29 

看取り・緩和ケアの推進、体制の充実化 12 

地域包括ケアシステムの推進 12 

連携・推進のための組織（委員会・協議会等）の運営 21 

在宅医療・介護の関係機関への情報提供 12 

その他 20 

(4)患者情報の共

有・連携の仕組み

紙媒体のツールの導入 3 

ICTツールの活用 10 
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取組の分類 実施県 

の構築・運用 その他（連絡体制、地域連携パスの構築等） 22 

(5)住民向けの意

識啓発、情報提供

等 

在宅療養の意識啓発（セミナー、住民向け講座等） 41 

在宅医療等提供機関情報の把握・提供 21 

相談体制の充実 13 

(6)その他 
実態調査・事例研究等 17 

その他 23 

表：各都道府県の医療計画における在宅医療推進策 
 

 
 
５．普及展開のポイント 

在宅医療・介護の提供体制の整備は、３に挙げた各種要因等により現段階ではまだ発展途上の状況

であるが、この状況を変え、全国各地で普及が進むよう、４に挙げたような取組が各都道府県（ある

いは市町村等）で進められている。 
一般的に「提供体制の整備」となると、提供側の改善・促進等に着目・注力されがちであるが、提

供体制が整ったからと言って在宅での療養が進む訳ではなく、下手をすると「開店休業」状態になる

恐れがある。よって、重要なことは、３に示したように、利用側・提供側のいずれかのみを改めれば

普及が進む訳ではなく、両者は互いに影響しあっていることから、車の両輪として、双方の改善を図

っていくことが必要となる。 
また、普及促進の方策は、２②の実態調査結果からもわかるように、地域の医療需給の状況や関係

者の意向・動向等により千差万別であり、地域の実情に応じた取組が必要となることは言うまでもな

い。弊社では、これまでの様々な医療・介護関連の調査分析経験等も踏まえ、今後、多くの地域での

在宅医療・介護提供体制の普及展開のためには、次のようなポイント・手順での検討等が重要と考え

ている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：在宅医療・介護提供体制の普及展開のポイント 

 
なお、弊社では、本稿で紹介したノウハウ等も含め、これまでの豊富な医療・介護関連の知見・経

験を活かし、各地域の実情を踏まえた普及促進の支援を提供しており、今後とも、普及促進の支援に

貢献していきたいと考えている。 
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