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専門職大学院見直し議論と公共政策（２） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

１.はじめに 

文部科学省中央教育審議会等で大学院教育の見直し議論が進められており、前回の本レポートでは議論

のひとつの焦点となっている制度創設以降 10 年強が経過した専門職大学院（専門職学位課程）の論点に

ついて整理した。今回２回目は、国、地方自治体等公的部門を大きな出口（専門関連領域）とする公共政

策大学院のあり方に焦点を絞り考察する。 
 
２. 公共政策大学院の課題 

専門職大学院の見直し議論でもっとも重要となるのは、養成される専門的職業人の能力・付加価値と

は何かの問題である。修士課程は、幅広く深い涵養、研究能力又はこれに加えて高度の専門的な職業を

担う卓越した能力を培う課程であり、①高度専門職業人養成、②知識基盤社会を多様に支える高度で知

的な素養のある人材の養成、あるいは、③研究者等の養成の一段階として高度な学習需要への対応等が

教育内容として求められている。これに対して、専門職大学院たる専門職学位課程は、幅広い分野の学

士課程の修了者や社会人を対象として、特定の高度専門職業人の養成に特化して国際的に通用する高度

で専門的な知識・能力を涵養する課程として明確な領域形成が求められている。専門職大学院の創設経

緯は、高度な専門職業人養成のための実践的教育を展開していく上で、従来の修士課程の枠組みにおけ

る制約を克服する点にある。このため、特定の高度専門職業人の養成への特化が求められている。専門

的職業人の能力・付加価値とは、ここで指摘する「特定の高度専門職業人の養成に特化して国際的に通

用する高度で専門的な知識・能力」の明確化とそれに伴う教育内容の再構築を意味している。明確化と

再構築の柱は、教育としてのコアカリキュラムのあり方、そして出口としての進路の形成と特定業界・

領域への貢献、それらを含めた認証評価のあり方が主要論点となる。 
 
（１）コアカリキュラムの明確化 

専門職大学院は、人社系、理工農系、医療系等に分けられ、公共政策大学院は法科、ビジネス、会計

専門職などと共に人社系に属している。人社系の専門職学位課程は、経済社会の各分野において国際的

に通用する高度専門職業人の養成に特化した課程であり、大学と関係業界や職能団体とが十分に連携し、

社会の要請を見極めた教育展開を求めている。専門職大学院は、特定の資格に直結している分野（法科

大学院や会計専門職大学院など）と直結していない分野に分けられ、公共政策大学院は特定の資格には

直結しておらず、対象とする範囲が専門職大学院の中でもっとも広い専門職大学院である。公共政策大

学院は、国際機関、国や地方自治体の公務員としての能力形成はひとつの役割となるものの全てではな

く、行政のみならず NPO や地域活動、さらには政治家としての活動、マスコミを含めた公的分野に関

連する民間企業等広範な領域を対象としている。このため、「養成すべき特化領域」と「大学と関係業

界や職能団体との連携」の対象を如何に設定すべきかが課題となる。 
その意味から、今回の見直しで重要な争点となるのは、コアカリキュラムの内容である。コアカリキ

ュラムとは、核となる課程と関連する周辺課程が同心円的に編成された教育内容を一般的に示し、20
世紀前半の米国のカリキュラム改革運動における教育課程の統合理論として本格的に指摘され、その考

え方は戦後の日本でも導入されている。加えて、今日の大学、大学院等高等教育への進学率上昇に伴う

大衆化は、導入教育、補習教育の重要性を高めるとともに、質の担保に向けたコアカリキュラムの再構

築とその明確化を求める流れを大学院教育にも加速させている。対象領域の広い公共政策大学院では、

授業展開数が一般的に多く、授業展開の柱となるコアカリキュラムの一般社会への明確化が他の専門職

大学院に比べても求められる。そして、コアカリキュラムによる分野特化の明確化を通じて、①専門職

大学院の専門性に対する社会的認知を高め、教育内容の質的保証とその可視化を充実させるとともに、
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出口（卒業後の活動領域）との連携を強めること、②認証評価機能を活用したコアカリキュラム導入促

進の環境づくりを進めること、そして③グローバルな視点を重視しつつ、各分野でのコアカリキュラム

を通じた共通到達目標を定め充実させることへの取組みなどを高めることが重要となる。この点は、専

門職大学院の運営で生じる定員確保優先に伴う質的担保の困難性を克服する取組みともなる。 
 
（２）基礎か応用か 

その際に、公共政策大学院のコアである公共政策を「学」と位置づけるか「論」と位置づけるか、す

なわち、公共政策を基礎部門と位置づけ法政策、経済政策、医療政策等を公共政策の応用分野として捉

えるか、それとも公共政策自体を応用部門に位置づけ、法政策、経済政策、医療政策は法学、経済学、

医学の各基礎分野の応用領域として捉えるかの違いを意味する。前者の基礎部門として捉えた場合、

様々な領域に共通する公共政策学としての基本ツールを提供することがコアカリキュラムの内容とな

り、後者の応用部門として位置づけた場合、たとえば法科大学院のひとつの専攻分野として実務的な法

政策を展開する位置づけることになる。「養成すべき特化領域」と「大学と関係業界や職能団体との連

携」の対象を如何に設定すべきかの課題と直結は、公共政策大学院の位置づけ存在意義を大きく左右す

る点となる。情報通信改革やグローバル化の進展により国内外を通じて経済社会の諸活動要素の相互連

関性が高まる中で、特定の資格に直結していない専門職大学院において他領域との相互の連携をどのよ

うに確保するかも同時に重要な課題である。すでに、法科大学院の専攻的位置づけとしてビジネス領域

を取り込む考え方も展開されている。 
公共政策大学院に求められる大きな課題は、複合的視野の形成とその融合である。21 世紀のグローバ

ル化社会、情報化社会は、様々な問題自体を取り囲む環境や行動要因が相互連関性を強くしている。経

済問題、財政問題、金融問題、社会問題、環境問題、技術問題等あらゆる問題が相互連関性を強め、ひ

とつの視点や領域だけから経済社会の諸課題を整理し解決することが極めて難しく、分断化された視野

の政策の有効性を低下させている。複合的視野とは、①政策による問題解決に対して経済社会全体を通

じて縦割りに囚われない広くて長期的な視野、②領域間で発生する不確実性を認識する積極的視野、③

限定化されない広範な利害関係を把握する視野を持つと同時に、以上の視野を束ねただけでなく、共通

要素を抽出し体系化する融合を意味する。戦後の経済社会の発展では、経済成長とともに上下関係を明

確化した縦型のネットワークによる標準化・階層化、そして専門化・細分化を経済社会の構造において

進めている。政策に対する視野も専門化・細分化が進むことで断片的となり、とくに融合に向けた領域

間の共通要素の抽出が劣化することで経済社会の変動要因に関する考察を不足させ、問題への対処能力

を劣化させている。経済社会構造が大きく変化する時代を迎え、専門化・細分化した節の抱える課題が

深刻化し、「社会的相互連関性」の教育研究とそれによる「現実問題への解決能力」の向上が重要な課

題として顕在化している。加えて、大衆情報化社会の深化は、主観的感覚を政策議論に組み込みやすく

し、解決策を見出すことが既存の枠組みの中では難しい構造的対立を加速させる。こうした状況を克服

するには、公共哲学と倫理的思考による行動ルールの再構築による新たな枠組みの提示が不可欠となる。

加えて、公共政策大学院の国際化への対応である。専門職大学院のひとつの目的として国際的に通用す

る高度で専門的な知識・能力を涵養する課程が掲げられている。東京大学公共政策大学院では欧米やア

ジアの公共政策系の大学院等との連携を拡大しつつある。また、会計専門職等資格直結型の専門職大学

院では、対象とする資格自体の国際化が課題となっているほか、資格直結ではないビジネス系の専門職

大学院でもその対象領域自体の国際化が進んでおり、対応が不可欠となっている。 
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議会主義の危機と大衆化 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 
「政策を考える」といった場合、一般的に経済政策、福祉政策、産業政策等個別分野の政策内容、あ

るいはその内容の良し悪しを考えることをイメージする場合が多い。政策内容への問題提起は、より良

い政策へと進化させるスタートラインとして極めて重要である。しかし、内容の問題点を単に指摘する

だけに止まれば、むしろ経済社会の改善に対しては機能せず空虚な結果となる。加えて、インターネッ

トをはじめとする大衆情報化社会が広がる中で無秩序に発信される大量な情報は、多様な問題点を政策

議論の場に投げ込む結果となり、経済社会の改善に結び付きづらいだけでなく、逆に経済社会に不安定

な要因を生み出す原因ともなっている。こうした現象は、本来、民主主義を支え充実させる役割を担う

べき議会においても生じやすくなっている。「議会主義の危機」といわれる現象である。 
行政のチェック機能といわれる議会が政策批判に止まる場合、あるいは無秩序な情報に翻弄される状

況に陥った場合、議会自身が広範多義で流動的・異質的な大衆の代表機関となり、議論を通じて社会的

統制を果たす機能が劣化する。「議会主義の危機」の本質である。このため、政策議論を支える前提と

なる政策思考の質的改善を図ることが喫緊の課題となっている。ポピュリズムは、市民のニーズを政治

に反映させることを本来意味している。しかし、市民のニーズを政治が無秩序に受け止めそれに翻弄さ

れ、政策全体が大きく歪む悪い意味で使用されることが多くなっている。政策思考を単に主観的感覚の

レベルから脱却させ、他者との相互関係の中で応答責任を認識した思考と議論を展開することが必要と

なっている。政策思考の対象は、①政策内容（政策論）に加え、②政策を考え・伝える前提となる情報

（政策情報論）、そして、③政策を考え実施し検証する過程とそのガバナンス（政策過程論）の三つの

視点から構成される。たとえば、より良い政策を生み出すためには、適切な情報を外部から得て分析し、

自らの考えを他者に伝える論理性を磨くことが必要となる。そして、実社会に実効性ある政策を提示し

ていくには、思い付きではない体系的な政策への思考力が必要となる。さらに、考えた政策を現実のも

のとして実行し、一層良い内容としていくには、政策効果の把握・分析とそれに基づく評価を行い、次

の政策思考に結び付けていくガバナンス力の形成が議会自体に必要となる。政策を考えることからはじ

まり、次の新たな政策に結び付けて行く以上の政策サイクル（政策循環）を通じて、多様な情報の収集・

分析、多くの利害関係者との議論や交渉の展開、これらを支える人間の集団行動へのガバナンス構造の

確立などが求められる。 
政策とは、政府、地方自治体、政党等公的な機関が、経済社会活動の方針を示すこと、すなわち、「政

治としての方向性」を示すことであり、政治とは「新たなルールを形成し、維持し、変更し、廃止する

人間活動」である。政治は政治家の独占物ではない。また、議会は有権者の代表であり、民主主義の要

である。しかし、有権者は議会に自分達の意思や決定権を全て委ねたわけではなく、最終的には、有権

者たる国民が決定することになる。それは、選挙だけでなく、国民投票、住民投票、直接請求制度等が

設けられていることからも根拠づけられる。こうした代表の形を「半代表制」といい、議会自体も選挙

だけでなく常に有権者からチェックされる存在であることを認識する必要がある。以上の点から、政策

思考は議会や行政の独占物ではなく、国民、企業等国や地域に関わる全ての人々が意識すべき課題とな

る。多数決で決まった結論は、民主主義のルールとして従い、内容については常に少数意見を重視しよ

り良い政策を生み出す努力を重ねる必要がある。多数決の原理が、内容の最適性を意味しないことを「民

主主義の虚偽」という。現代社会では環境変化が速く政策のスピードが重視されやすいこと、議会や首

長の絶対的多数や多選等寡占的政治パワーを得れば得るほど、この民主主義の虚偽の視点を重視する必

要がある。 

政策シグナル 
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中台経済関係の変化と展開政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （資料）台湾政府財政部資料より作成。 
2015 年の台湾経済は、厳しい状況を続けた。中国経済の減速やスマホ需要の一巡による減少等によ

る対中輸出の落ち込みが、本格的に内需にも波及し始めたことが大きな原因となっている。全体的に在

庫が急増し、出荷を大きく絞っても在庫・需要ギャップは一段と拡大、企業の設備投資や雇用情勢も低

迷する動向が続いている。2015 年の台湾経済の輸出は、輸出の 1/3 を占める中国向けが前年比 13%減

となり、全体の 16%を占める香港向け輸出の中にも実質的に中国向けが含まれており、台湾経済の中国

依存が強まった中での構造的課題となっている。しかし、こうした構造的課題は単に中国経済の減速だ

けでなく、技術力向上による中国企業の台湾製品への代替力の高まりが指摘できる。中国の新常態政策

による構造政策は、自国製造業の高度化による競争力の向上と海外展開の深まりで中国企業の台湾製品

への代替力を高めている。こうした構造変化の進捗は、台湾の対中国直接投資の業種変化にも見られる。

台湾の対外直接投資の半分は中国であり、2015 年で中国への台湾の対外直接投資額が約 110 億ドルに

対し、中国以外の総計が約 107 億ドルであり、全体の半分が対中国となっている。しかし、その内訳を

みると大きく伸びているのは金融・保険、電力設備等であり、従来の要であったコンピュータ・電子製

品等や電子部品の領域では大きく減少する結果となっている。また、中国からの対台湾直接投資は、2015
年で大きく減少し２億ドル程度にとどまり、中国外が約 48 億ドルなのに対して限られた規模となって

いる。 
台湾民進党政権対中国経済政策が注目される中で、台湾経済は対中関係において競争力のステージ変

化が求められる段階に入っている。中国の競争力と海外展開の強化政策の進展を質・速度両面で上回る

台湾経済の競争力強化政策が必要となっている。 

アジアリンク 
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地方自治体における人口推計結果の評価・活用のあり方（２） 

 ―地方人口ビジョン・地方版総合戦略の策定を地方創生につなげるために― 

株式会社富士通総研 公共事業部 鬼澤 翔太 

 

はじめに 

前回は、コーホート要因法による人口推計の考え方や手法、各条件設定の方法や留意点を示した。 

しかしながら、人口推計には推計を実施した目的があり、その目的のために推計結果が活用されるこ

とにこそ意義がある。地方自治体においては、上下水道などの各種インフラや公共施設の整備時の需要

予測などに人口推計が活用されることが期待されるが、需要予測に瑕疵があった事例として、数年前に

ある地方自治体において実際の需要を大きく上回る過剰な水利権 1を取得していたことがマスメディア

などで取り上げられた。過剰な水利権の取得は、水の利使用について必要以上の財政負担をしているこ

とを意味するが、人口推計が十分に活用されていればこのような事態は避けられた可能性が高い。 

地方自治体においては、人口推計の結果の妥当性を評価し、その結果から地域の特性を読み取り、将

来に向かっての政策立案等に活用することが求められる。今回は推計結果の妥当性を評価し、活用する

にあたって考慮すべき点をまとめる。 

 

図表１ 人口推計の算出から推計結果の評価・分析・活用までの流れ 

考え方の
整理・理解

人口推計の算出

人口推計の流れ 本稿との対応

目的の確認

第
１
回

第
２
回

地方自治体が政策立案等の際の判断材料とする

１．将来人口の推計を行う際の考え方

２．将来人口の推計を行う際の条件設定
の方法と留意点

１．推計結果の評価

３．事例の検証

２．人口推計の活用

Plan

Do

Check

Act

評価・分析

活用
 

                                                   
 

1 特定の目的（水力発電、かんがい、水道等）のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流

水を排他的・継続的に使用する権利のこと（国土交通省 http://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/） 

事例研究 
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１．推計結果の評価 

図表２ 推計結果の評価時のポイント 

①基準人口
（男女別・年齢別人口）

A:１歳以上の男女別・年齢別
の推計人口

D:男女別・年齢別の
推計人口

B:15～49歳女性の
推計人口

④15~49歳女性の
年齢別の出生率

⑤出生性比

②男女別・年齢別の
将来生残率

③男女別・各歳階級別の
純移動率

C:０歳の男女別の
推計人口

移動による
人口減少

15～49歳女性人口
の将来推計は？

移動の発生要因と
発生期間は？

基準人口に
用いている統計は？

出生率の見込みは？

出生減による
人口減少

②男女別・年齢別の
将来生残率

③男女別・各歳階級別の
純移動率

推計の仮定値
（①~⑤）

推計結果
（A~C）

 

 

（１）推計結果の評価 

推計結果の評価とは、推計結果の妥当性を判断することである。推計人口が、過去の傾向からみて不

自然な値や不自然な変化となっていないかを確認することはもちろん、一見して違和感のない推計結果

であっても、推計結果を決定づける各条件について不適当な条件設定がないか確認することが重要であ

る。その際、前回整理した各条件設定時の留意点を参考に確認を行うことになるが、地方自治体が公表

している資料の中には、推計時の条件や数値を明記せず推計結果の検証が困難な場合も多い。人口推計

に限らず統計や数値を取扱う際には、結果と併せて条件を明記することで再現性を担保することは必須

条件であり、人口推計を政策立案等に活用するためにも必要不可欠と言える。 

以下では、人口推計を活用する前提において、推計結果を評価する際に確認すべき基本的な項目の概

要を示す。 

図表３ 推計結果の評価時に確認すべき項目 

確認項目 推計時の条件 確認すべき点

推計方法 （推計方法の選択）

推計方法は何か。
コーホート要因法を用いる場合が多いが、推計の目的によっては他の方
法を採用している場合、コーホート要因法であっても部分的に独自の手
法を取り入れている場合がある。

実績人口
データ 基準人口

国勢調査・住民基本台帳について、集計の時点や集計方法を考慮
し、地域の実態の把握に適したデータを使用しているか。

注意が必要な例：
大学進学にともなう転入が見込まれる地域の場合、住民基本台帳では
居住の実態を十分に反映できていない可能性がある。

出生 出生率（15歳から49歳女性）
出生性比

出生率はどのように算出しているか。
出生率の仮定値の設定が精緻な予測には限界があるが、入手可能な
データをもとに設定する。

死亡 生残率 生残率はどのように算出しているか。

移動 純移動率 実績移動率の算出時に特殊要因による移動を含めていないか、または
将来の仮定値の設定時に特殊要因による移動を見落としていないか。  
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（２）推計結果の分析 

推計結果が妥当であると確認した後、推計結果の分析を行う。分析とは、今後何年間で総人口の何パ

ーセント減といった人口変動の程度および速度の把握や、少子化・高齢化、生産年齢人口の減少など影

響を受ける対象といった特徴を把握し、その要因を特定することである。推計結果の分析に関しては、

実績人口の分析と同様、人口を基本属性によって分類し把握する人口の構造分析 2や、同一コーホート

の時間経過による影響を観察するコーホート分析 3などを通して将来の人口変動の特徴を把握する。 

 

図表４ 人口分析の例：人口ピラミッド 

 

出典：総務省 日本の統計 2016 

http://www.stat.go.jp/data/nihon/g0402.htm 

 

分析を推計結果の活用へとつなげるためには、通常の人口分析に加えて、人口変動のいずれの要素の

影響を受けやすいかの整理が必要となる。人口減少が見込まれる場合、その主たる要因は自然動態・社

会動態のどちらであり、仮に社会動態に減少要因があると考えられる場合は、転入数の減少と転出数の

増加のどちらの影響が大きいのかなど、地域の人口が抱える構造的な課題を特定する。また、自然動態・

社会動態の複合的な要因から人口変動が発生している場合も考えられる。具体的には、出生率の低下だ

けではなく、15 歳から 49 歳までの女性人口の地域外への転出によって出生数が減少している場合など

である。この場合、出生率の向上を目指すより、女性の転出要因を取り除き転入を促す方が出生数の増

加に効果的な可能性がある。 

 

２．人口推計の活用 

以上のような分析によって、将来の見通しを持って自治体運営の方向性を定め、地域が抱える課題の

解決に向けた検討に人口推計を活用することが可能となる。 

しかしながら、実際に策定された地方人口ビジョン・地方版総合戦略を見ると、地方人口ビジョンの

データ分析を通して地域の人口が抱える課題が示されているにもかかわらず、その克服に向けた方向性

や施策・事業を示すべき地方版総合戦略において、効果の有無の検証と無関係に既存事業が転記されて

いるものや、住民参加手法などを通してまとめられた一部の住民の主観的意見を事業として安易に並べ

                                                   
 

2 人口ピラミッドや、人口を年少人口（０歳から 14 歳）・生産年齢人口（15 歳から 64 歳）・老年人口（65
歳以上）の３区分に分ける年齢３区分別人口など 
3 例えば、1947 年から 1949 年に生まれた「団塊世代」が、時系列の変動によってどのような影響を与える

かなど。「年齢効果」、「期間効果（時代効果）」、「コーホート効果（世代効果）」に分解される 
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たものなど、両者の内容が噛み合っていない場合も多い。 

上記のような事態を避け、地方自治体が人口推計を有効活用するための活用法や活用時の留意点を以

下に示す。 

 

（１）政策的なコントロールの可否の判断 
推計結果の活用においては、分析から把握した地域への影響が大きい人口変動要因が、政策的にコン

トロール可能か否かを見極める必要がある。例えば、人口減少の要因が高齢化にともなう死亡数の増加

にある場合、死亡数を地方自治体の政策によって減少させ生残率の向上を目指すことは現実的ではない。

CCRC4等の実施を通して、健康な高齢者を増やし一時的に特定のコーホートの死亡率を低下（生残率を

向上）させることは可能かもしれないが、将来的な死亡数の増加は避けられない。また、その場合は死

亡数の減少ではなく高齢者の転入数の増加と捉える方が正しい。したがって、政策によって生残率を向

上させ、死亡の人口変動をコントロールすることは困難であると言える。 

一方、出生・移動についても政策的なコントロールが困難な場合や、コントロール可能でも効果が限

られる場合があるため、政策的なコントロール可否は地域の実態をもとに個別具体的な判断が必要とな

る。例えば、地方から都市部への進学・就職にともなう転出は、通学先・通勤先の立地と交通手段によ

って対象者の居住可能な地域が決定されるため、大学・企業の誘致などがない限り居住元の自治体によ

る対象者の転出の抑制や、居住可能な地域外に位置する自治体への転入の促進を政策的にコントロール

することは困難である。一方、結婚・出産をきっかけとした新たな住居取得に起因する転入・転出の場

合は、それに伴う転勤等がない限り、現在の居住地から極端に遠い場所へ移動することは考えにくい。

したがって、子ども・子育て支援や教育支援、居住環境の整備を進め、周辺地域よりも良質な生活環境

を提供することによって政策的に転入数を増加させることが可能と考えられる。 

 

図表５ 減少要因別の求められる取組（例） 

妊娠・出産支援

考えられる改善策（例）人口減少の要因

子ども・子育て支援

居住環境の整備

雇用の創出支援

出生率の低下

転出数の増加

転入数の減少

出生による人口減少
（出生数の減少）

移動による人口減少
（転出数＞転入数）

人口変動

15～49歳女性
人口の減少

教育の充実

 

 

（２）既存事業との整合性の確保 

推計結果をもとに新規事業の実施を検討する場合、既存の事業への影響を検証し整合性を確保する必

要がある。整合性とは、同様の効果を見込む他の事業との住み分けや、相反する効果を見込む事業との

効果の相殺の回避である。 

                                                   
 

4 Continuing Care Retirement Community の頭文字であり、高齢者が元気なうちに移住し、介護や医療が

必要になれば受けられる共同体を意味する 
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例えば、ライフスタイルが異なる単身者層とファミリー層の転入を同時に促す際、単身者層の転入促

進を目的とする事業がファミリー層に対しても同様に有効である場合と、単身者層・ファミリー層それ

ぞれに応じた個別の事業を実施する場合が想定される。このとき、単身者の転入促進のため単身者用の

住宅整備を進めた結果、ファミリー層の住宅が不足しファミリー層の転入数の減少や転出数の増加につ

ながることは回避しなければならない。したがって、事業実施の際には期待する効果（作用）を見込む

だけでなく、事業実施による反作用・副作用を検証する必要がある。 

事業全体の整合性を確保するためには、他の地域の成功事例の模倣や流行に合わせた安易な事業実施

を避けるとともに、政策立案の段階から各人口変動要因の課題解決に有効で、地域において実現可能な

改善策の検討・備蓄を進めておくことが重要である。 

 

（３）事業の効果測定 

（ａ）目標人口 

推計結果の活用法は、過去の実績をもとに地域の将来人口を予測することだけに止まらない。人口推

計を応用し、人口変動要因の条件設定に事業の期待効果を加味することで、将来のある時点において目

指すべき将来人口（目標人口）を示すことも可能となる。 

目標人口の設定において留意すべき点は、繰り返し述べてきたように、人口推計では人口変動に影響

を与える各条件の設定次第で推計結果が大きく左右されるため、急激な出生率の上昇や政策的コントロ

ールの困難な進学・就職による若者の転出の塞き止めなど、地域にとって都合の良い条件設定によって

歪められた地域の将来像を示すことが方法論上は可能な点である。人口推計を算出する側に裁量がある

からこそ、目標人口の設定の際には、目標人口の達成のために地域において実現可能な手段（事業）を

併せて示すとともに、推計結果の見栄え等を重視した実態と乖離している数値ではなく現実的な事業効

果を見込むことが求められる。 

正しく設定された目標人口を判断材料に用いることで、新規事業の実施の可否を決定することはもち

ろん、目標人口と同じ時点における将来の実績人口の差異を分析することで、当該事業の実施後や既存

事業について、効果測定・進捗管理を行うことが可能となる。事業が当初期待した効果を生み出してい

るか否かを確認し、期待した効果が現れていない場合は事業の改善や事業の中止を検討する必要がある。 

 

（ｂ）人口フレーム 

また、将来人口について目標となる人口の枠・骨組みである人口フレームを設定する場合もある。人

口フレームの設定方法は様々であるが、時系列のフレームと人口構成のフレーム、地区別のフレームの

大きく３つの考え方に分けられる。 

時系列のフレームとは、例えば目標人口の時点を 20 年後とした場合に、その過程においてどのよう

な変遷をたどるかを想定したものである。人口変動は、事業の実施から効果が現れるまで時間差がある

場合が多く、事業の実施直後から効果が数値として確認出来ることは考えにくい。したがって、最終的

な目標人口に向けてどのような道筋をたどるのかの想定と、途中経過を踏まえた見直し・改善が重要と

なる。 

人口構成のフレームとは、目標人口（総人口）の人口構成をどのように想定するかである。年少人口・

生産年齢人口・老年人口といった３区分人口やその構成比をはじめ、コーホート要因法で推計を行った

場合は、15 歳から 49 歳女性人口などが指標となり得る。仮に総人口として目標人口を達成していた場

合でも、高齢化率が想定以上に高い場合や、子育て世代の急激な増加によって保育施設等のニーズが高

まり待機児童数が増加することが考えられる。人口変動の影響は様々な波及効果を生むため、目標設定

の際にも総人口だけでなく人口構成について留意する必要がある。 

地区別のフレームとは、地域内の特性を考慮した将来人口の想定である。同一の地方自治体であって

も、土地や交通事情により地区を取り巻く環境は大きく異なる。周辺環境に応じて人口も変化すると考

えられるため、全域における目標人口・人口フレームとは別に、従来から住居が密集している地区、近
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年住宅開発が進められている地区、農業・工業地区などの地区別の特性を踏まえた上で、事業の実施や

その効果の見込みである目標値を個別に設定することが望ましい。 

 

３．事例の検証 5 

ここまでの考察をふまえ、実際の地方自治体における人口推計の事例について検証を行う。 

事例は地方人口ビジョン・地方版総合戦略について、2015 年３月に基礎自治体として全国初の策定

となった京丹後市のほか、同じ京都府内で最大の基礎自治体である京都市、第二位の都市で京都市に隣

接するベッドタウンとしての特色もある宇治市の人口規模の異なる３市を取り上げる。 

なお、地方人口ビジョン・地方版総合戦略では、実績ベースの人口推計のほかに施策効果を見込んだ

「展望人口」を算出している。人口推計は社人研を活用している地方自治体も多いが、展望人口につい

ては、各地方自治体における今後の自治体運営に向けた意思や意図が含まれているため、いかなる想定

のもと展望時の仮定値を設定しているか、その仮定が現実的なものなのかを検証する必要がある。 

 

                                                   
 

5 下記を参考に整理している 
京都市 http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000189271.html 
宇治市 https://www.city.uji.kyoto.jp/0000015934.html 
京丹後市 https://www.city.kyotango.lg.jp/shisei/shisei/tihousousei/index.html 



 

 
11 

図表６ ３市の将来人口推計・展望の概要 ※人口の単位は「千人」 

総人口 自然動態 社会動態

京都市 1,474

・2010年度の推計時は
2015年に1,438千人まで減
少（2005年比2.5％減）
・その後「京プラン」（※１）
の取組等により2015年9月
時点で1,468千人（2005
年比0.5％減)となる

・2005年から自然減に転じる（▲
525人）
・その後も減少数は拡大し2014年
時点で▲3,072人となる
・合計特殊出生率：1.26（2014
年）

・2007年（▲3,589人）までは社
会減でほぼ横ばい
・2007年以降は転出超過数が縮
小を続ける
・2011年（1,071人）から社会増
に転じる
・2014年には2,711人の転入超過

宇治市 189

・1955年に4万人
・1965～1975年代にかけて
急増（1970年に10万人、
1980年に15万人突破）
・その後は横ばい

・2007年までは5百人～１千人の
自然増で安定
・2008年以降増加幅が縮小、
2012年に自然減に転じる
・合計特殊出生率：1.35（2008
～2012年）

・年に応じて変動

京丹後市 59 ・1950年の約83千人をピー
クに減少

・1992年頃より自然減に転じる
・合計特殊出生率：1.73（2010
年）

・2001年以降一貫して社会減
・大都市圏等への若年層を中心とし
た「転出」が多く、大学卒業後の本
市への再転入及び新転入が少ない

自然動態 社会動態

京都市 1,110
(75.3％)

1,375
(93.3％)

合計特殊出生率
2030年：1.8
2040年以降：2.07

転入超過数
3,000人超を維持

宇治市 126
(66.7％)

153
(81.0％)

合計特殊出生率
2020年：1.6
2030年：1.8
2040年以降：2.07

転入超過数
2020年に転入と転出を均衡（社
会減0人）、以降は0人を維持

京丹後市 26
(44.1％)

75
(127.1％)

合計特殊出生率
2030年：2.1
2040年以降：2.32
（過去の最大経験値である2.32を
上限として、国の長期ビジョンの伸び
率（※２）を市に適用）

社会移動率
25歳～49歳：2020年以降５年
ごとに５％ずつ向上
50歳～69歳：2020年以降５年
ごとに１％ずつ向上

※１人口減少への対応を重視する方針を掲げた、2010年度策定の「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」
※２国の長期ビジョンの伸び率は、2020年：1.6、2030 年：1.8、2040年： 2.07

人口変動の特徴

実績（2010年）

将来推計（2060年）

展望の仮定値

2010年
国勢調査

社人研推計
（2010年比）

展望人口
※独自に設定
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（自然動態） 

自然動態については３市とも自然減となっており、展望人口の算出時には現状に比べて高い合計特殊

出生率の仮定値を設定している。その際、国の長期ビジョンや市民調査等を参考としている。国の長期

ビジョンなどを踏まえた上で地域の検討を行うことは重要であるが、京都市・宇治市については結果と

して国の長期ビジョンとまったく同じ値を設定しており、京丹後市においても国の長期ビジョンの伸び

率を適用している。過去の実績や今後の見通しが異なる地域にもかかわらず、同じ前提や同じ値となる

ことは不自然と言わざるを得ない。 

前回述べた通り、将来における出生率の正確な予測は困難を極めるとともに、地方自治体として政策

的コントロールが可能な幅も限られる。地方自治体における出生率の改善に向けた人口推計の主な活用

法は、出生率を改善させ得ると考えられる手段（事業）の提示と、その効果測定・見直しの検討材料と

することである。特に基礎自治体においては、国や都道府県と異なり行政区画の中で最小の単位である

利点を活かし、各事業の状況と地域内での出生動向の相関を把握することが求められる。 

また、出生数の増加のためには 15 歳から 49 歳女性人口の推移も重要となる。宇治市・京丹後市では、

後述の通り若年層の転出が多い傾向にある。したがって、合計特殊出生率の仮定値の設定だけではなく、

15歳から 49歳女性人口などの社会動態を踏まえた人口推計や展望の算出を行うことが望ましい。 

 

（社会動態） 

京都市： 

大学進学や 40 歳以上の世代の転入に支えられ近年は転入超過となっているが、大学卒業と同時に学

生の多くが市外へ転出している。将来的に転入超過の傾向は縮小すると想定しており、人口ビジョン・

総合戦略においては、特に東京圏に対して転入増を意識した移住促進の記載が多い。しかしながら、通

学・通勤が不可能なほど離れた地域への進学・就職による社会移動の場合は、政策的なコントロールは

限定的と考えられる。 

したがって、京都市が転入超過数の維持を目標に掲げる場合、特に重要となるのは近隣自治体への転

出数の抑制と考えられる。例えば、40 歳以上の世代における転入の要因を特定するとともに、京都市内

または近郊で就職をした若年層について、後述するような宇治市等の近隣自治体へ出産・子育てを契機

とした転出の抑制に効果的と考えられる生活環境の整備などが特に求められる。 

 

宇治市： 

社会動態は、転入超過から転出超過まで年によって大きく変動している。変動の幅は縮小傾向にある

が、政策的に社会移動を均衡させる場合、第一に転入・転出の要因を特定し構造的な要因による移動か

特殊な要因による移動かの見極めが必要となる。年齢別の社会移動をみると、20 歳代後半において東京

圏のほか京都市や城陽市といった近隣自治体への転出が占める割合が高い。一方で、全転入世帯に比べ

て、６歳未満の子どもがいる子育て世代は、京都市からの転入が相対的に高い。したがって、住環境を

はじめとした子育て世代が住みやすい環境を整備することで、京都市をはじめとする周辺地域からの転

入を促すことが可能と考えられる。 

京都市・宇治市やその他の近隣自治体においては、京都市近郊に通勤している子育て層をいかに取込

むかが重要であると言える。 

 

京丹後市： 

進学・就職による若年層の大都市圏への転出が多く再転入・新転入が少ないとあるが、繰り返し述べ

てきたように、通学・通勤が不可能なほど離れた地域への進学や就職による社会移動の場合は、政策的

なコントロールは限定的と考えられる。したがって、市の人口ビジョン・総合戦略に記載されているよ

うな伝統産業をはじめとする各種産業の発展、新産業の創出・集積促進や大学の誘致に向けた取組みは

重要ではあるが、実現可能性を考慮する必要がある。 
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京丹後市では、2060 年時点の展望人口において 2010 年比 27.1 パーセント増を掲げているが、展望

人口の算出時における自然動態・社会動態の条件設定と改善策を見比べても、人口減少の構造的な要因

を克服するために抜本的な改善策につながるものは見られず実現可能性が乏しい。地域の実態を踏まえ

た上で、構造的かつ政策的なコントロールが可能と考えられる減少要因を洗い出すとともに、それらが

改善された場合に地域においてどの程度の影響があるのかを見極めることが求められる。 

 

図表７ 京都市の将来人口推計・展望 

 
 

図表８ 宇治市の将来人口推計・展望 
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図表９ 京丹後市の将来人口推計・展望 

 

 

おわりに 

第１回・第２回にわたって、人口推計の考え方、条件設定の方法と留意点、および地方自治体におけ

る推計結果の評価・活用方法を整理した。 

地方人口ビジョン・地方版総合戦略のほか総合計画策定等において、地方自治体が人口推計を実施す

る場面は少なくないにも関わらず、その評価・活用に関する検討は乏しく、人口推計が政策形成に活用

される場面は限定的であった。 

人口推計は将来の予測である性質上、多かれ少なかれ実績との誤差が想定されるとともに、推計の過

程において様々な条件を設定することから、確定的な未来を示すものではない。さりとて地方自治体が

人口推計を実施する意義は、推計結果の提示よりもむしろ、推計の過程を通して地域の人口変動要因を

正しく把握し、その影響の程度を見込むことによって現実的・戦略的に自治体運営を行う活用にあると

言える。人口推計をはじめ各種の人口統計について正しく理解し、その活用の幅を広げていくことが地

方自治体に求められる。 
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                 地域医療構想の策定及び調整会議の運営等において
踏まえるべきポイント 

 

株式会社富士通総研 公共事業部 赤田 啓伍  

 

１．地域医療構想の推進に向けた視座 

都道府県では、団塊の世代が後期高齢者層に移行する 2025 年におけるあるべき地域医療提供体制の

構築向けて、2014（平成 26）年６月に施行された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律等に関する法律（医療介護総合確保推進法）」に基づき、「地域医療構想」を策定す

ることが求められている。 
厚生労働省の調べによれば、2016 年１月 18 日時点において、47 都道府県中 15 団体が 2015 年度中、

18 団体が 2016 年半ばまで、８団体が 2016 年度中の策定を予定しているとしている 6。2016 年４月時

点において、既に素案を作成・公表の上、パブリックコメントを募集している団体もあるが、2016 年

度末までの策定を目指し、いずれの地域においても、現在、その作業が大詰めを迎えているところと思

われる。 
ただし、構想はあくまで将来の地域医療提供体制の青写真であり、策定自体が目的ではなく、策定し

た構想が実現されるよう、関係者との調整を図り、具体的に推進していくことがより重要である。その

主たる場として想定されているのが地域の医療関係者で構成される「地域医療構想調整会議」であり、

都道府県の政策担当者は、この調整会議の場をより効果的に活用し、構想の実現を図ることが求められ

る。 
しかしながら、調整会議で議論するテーマは、個別の医療機関の経営にも影響を及ぼしうるものであ

り、具体的な利害が絡むことから、どのように会議を運用していくべきか、考え倦ねている担当者も少

なくない 7。更に、多くの都道府県では、構想の策定にあたっての検討体制として、調整会議の前身に

あたる会議体を設置し議論しているが、その検討プロセスにおいても同様の課題が表出し、調整に時間

を要するために、策定時期を当初の予定より後ろ倒しにした団体も一部あると聞く。 
構想の推進にあたってキーになる論点としては、都道府県知事の権限や公立病院の役割、次期医療計

画との関係性とその運用方法、2018 年の診療報酬改定の内容等のほか、各地域の個別の事情に基づく

論点や課題も想定されるところであるが、本稿では、目下の関心事項である構想の策定及び策定後の調

整会議の円滑な運営に向け、特に重視すべきポイントとして、３点に絞り以下に解説する。 
 

２．構想の策定及び調整会議の運営にあたって踏まえるべきポイント 

（１）地域医療構想の法的位置づけ・性格の共有 

地域医療構想とは、医療法に基づき都道府県が策定する医療計画の一部に位置づけられるものである

が、内閣府の「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」が公表した第一次報告「医

療機能別病床数の推計及び地域医療構想の策定に当たって」（2015 年６月 15 日）の内容がセンセーシ

ョナルに報道されて以降、各関係者には、地域における「病床の削減目標」として捉えられている節が

ある。 
しかしながら、厚生労働省や日本医師会が再三説明しているように、それは大きな誤解である。構想

に盛り込むべき内容について法的に整理すると表１の通りとなるが、そこに掲げられた「将来の病床数

                                                   
 

6 厚生労働省医政局「第 13 回 地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」資料 
7 東京大学公共政策大学院医療政策教育・研究ユニット「地域医療構想策定に関する都道府県アンケート」 

政策解説 
【医療・介護】 
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の必要量（必要病床数）」及び「将来の居宅等における医療（在宅医療等）の必要量」の本質は、「ある

仮定に基づき推計された将来の機能別病床数の結果」であり、あくまで医療ビッグデータを用いた医療

ニーズの予測値である。すなわち、減少するのは病床ではなく、ニーズ（患者数）が先であることを認

識する必要がある。他方、現行制度上の病床数の規制値（所謂キャップ）は、病床過剰地域から非過剰

地域へ誘導することを目的として地域医療計画に規定される「基準病床」のみであり、現時点では必要

病床数と基準病床はリンクしていない 8。関係者との調整にあたっては、まずこの事実を共有し、「地域

医療構想＝病床の削減目標」という誤解を解かなければ、円滑なコミュニケーションを図ることは難し

いと考えられる。その上で、これら医療ニーズの予測値やその考え方を各医療機関におけるマーケティ

ングやファイナンス戦略の基礎資料として活用するような誘導・意識づけが求められる。 
なお、必要病床数等は、インプットとしては地域別のデータが利用されていること、隣接する都道府

県間や構想区域間での調整は可能であるものの、その推計方法は「地域医療構想策定ガイドライン」に

基づき基本的に全国一律の計算式が用いられている点にも留意されたい。ただし、これらの方法で推計

された必要病床数を構想に盛り込んだ上で、医療計画に関する医療法の規定（「基本方針に即して、か

つ、地域の実情に応じて」（第 30 条の４））に基づき、将来の病床数のあり方について、都道府県独自

の考え方を記載することも否定されるものではないと考えられる。実際、一部地域の構想においては、

必要病床数と併せて、独自に算定した病床数を記載しているところも見られる 9。 
 

表１ 地域医療構想に記載すべき事項の法的整理 

記載事項 根拠条文 備考 

構想区域における厚生労働省令で定める計算式によ
り算定された、病床の機能区分ごとの将来の病床数
の必要量（必要病床数） 

医療法第 30 条の 4 第 2
項第 7号イ 

厚生労働省から各都道
府県に配布される「必
要病床数等推計ツー
ル」で算出される値を
基本とする 

構想区域における厚生労働省令で定める計算式によ
り算定された、将来の居宅等における医療の必要量 

医療法第 30 条の 4 第 2
項第 7号ロ、医療法施
行規則第 30条の 28の 4 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び
連携の推進に関する事項（将来あるべき医療提供体
制を実現するための施策） 

医療法第 30 条の 4 第 2
項第 8号 

施策の財源として、「医
療介護総合確保基金」
が想定されている 

 
（２）キープレイヤーとしての中小病院と回復期機能の重要性の明示 

医療機関の８割が民間の事業体であり、かつ諸外国と比べ中小規模の病院が多いとされる我が国にお

いては、同じ地域の病院の医療機能が重複（特に急性期医療において）しているケースも多数見られ、

非効率な提供体制となっていると言われている。このことは、地域医療構想策定の背景の１つともされ

ており、中小病院における医療機能の分化と連携を進めることが、構想を推進する上での大きなポイン

トになるものと思われる。 
また、長らく医療の花形は高度先進医療や急性期医療と思われてきたが、既に超高齢・人口減少社会

が到来した現代の我が国においては、回復期医療や慢性期医療の重要性が相対的に高まっており、実際、

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４つの機能別必要病床数のうち、回復期の病床が非常に不足し

ているという結果となっている。多くの地域において医療人材の確保が課題となる中、（高度）急性期

機能については、その質を保つため、また臨床研修や新専門医制度の研修対象施設となるための教育・

研究資源や症例数の確保が求められる。そのため、希少な資源の効率的な活用という観点からは、場合

によっては圏域を越えて機能の集約化を図ることも必要であろう。一方、地域包括ケア病棟をはじめと

                                                   
 

8 但し、今後の制度設計如何によっては、必要病床数と基準病床数がリンクしていくことも想定されうる点

には留意が必要。 
9 但し、「必要病床数」よりも多い病床数を記載することは不可とされている。 



 

 
17 

した回復期機能については、退院調整や在宅医療・介護の推進・連携の観点から、日常生活圏域を地域

単位の例として、各地域に密着した形で配置されることが望ましいと考えられる。なお、ここでいう「回

復期機能」とは、「回復期リハビリテーション病棟」に該当する機能のみを指すのではなく、所謂亜急

性期等、在宅療養者の急性増悪にも対応することが求められるものであり、「地域包括ケアシステム」

において必要不可欠な機能であることを正しく理解することも重要である 10。 
こうした点を踏まえると、地域医療構想の推進にあたっては、地域の中小病院がいかに適切に回復期

機能を担えるかが非常に重要な論点であり、そこに期待される役割は極めて大きい。中小病院において

は、一定の急性期機能を担いつつも、回復期機能を適切に果たすことができれば、（高度）急性期病院

における在院日数や軽症患者を減らし、その負担を軽減することが可能になると同時に、患者の在宅等

への円滑な移行を推進する体制の構築にも寄与するものと考えられる。またそのことが、地域外に流出

していた患者の呼び戻しにもつながり、病院経営にも資するものと思われる。都道府県の政策担当者に

おいては、今後の医療提供体制において、中小病院がキープレイヤーであること、回復期機能をいかに

充実させるかが非常に重要であることを丹念に説明し、関係者に対し、構想へのコミットを促していく

ことが求められる。 
 
（３）在宅医療等の見通しの提示 

大都市圏等の一部を除き、全国の殆どの地域では、必要病床数が現行の病床数を下回る結果となって

いる。これは、地方部を中心に人口が減少することに加え、療養病床の入院受療率の地域差解消分や、

一部の入院患者が在宅医療等へ移行することを見込んで推計された結果であり、在宅医療が推進される

ことが前提になっているものと捉えることができる。そのため、調整会議においても、関係者から、在

宅医療等の受け皿が整備されなければ病床の再編は困難であるという意見が多数出されることは想像

に難くない。現実問題としても、在宅医療の推進は今後の医療・介護提供体制のあり方を巡る喫緊の課

題であることは間違いないことから、政策担当者としてその見通しや具体的な推進策を提示することが

求められる。 
なお、地域医療構想においては、表１にあるように、将来の在宅医療等の必要量（ニーズ＝１日当た

りの患者数。なお、この全患者が毎日医療の提供を受けるものではない）も記載することとされており、

必要病床数と同様、厚生労働省から各都道府県に配布される「必要病床数等推計ツール」にて算出され

る値を用いることが基本となる。但し、ここでいう在宅医療等の定義には、所謂居宅だけでなく介護施

設において提供される医療等も含まれており、在宅医療等の必要量の推計においても、2013 年時点で

介護老人保健施設に入所している者も含めて計算されている点に留意が必要である 11。 
そのほかにも、「必要病床数等推計ツール」に基づく在宅医療等の必要量の値の扱い方には幾つか留

意すべき点があり、例えば、「一般病床で医療資源投入量 225（175）点未満の患者数」や「療養病床で

医療区分１の患者の 70%」といった区分も、あくまで推計上設定されている仮定に過ぎず、病床の機能

区分における医療資源投入量の区分点と同様、実際の在宅医療の提供体制を整備する際にはあまり意味

のない定義であると言える。また、これら推計された必要量の全てを訪問診療で対応する必要は無く、

往診や訪問看護、可能な場合は外来での対応も想定されることも念頭に置いておく必要がある。 
以上を踏まえると、現実の地域において、在宅医療等の現状及び将来のニーズ（患者数）やそのギャ

ップがどの程度あるか、そのギャップを埋めるためにどこにどのようなアプローチをする必要があるか

（訪問診療を行う診療所を増やすのか、訪問看護事業所を増やすのか、介護施設を増やすのか、病院の

                                                   
 

10 松田晋哉（2015）『地域医療構想をどう策定するか』医学書院 
11 正確には「一般病床で医療資源投入量 225（175）点未満の患者数」「在宅医療等を受けている患者数（介

護老人保健施設入所者、在宅訪問診療患者数）」「療養病床で医療区分１の患者の 70%相当」「療養病床入

院受療率の地域差解消分」を勘案し、男女別・年齢階層別将来推計人口を掛けあわせて推計されている。 
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退院調整能力を向上させるのか、後方病床の確保を図るのか、病診連携の促進を図るのか等）は、各地

域の状況に鑑み、個別に検討することが望ましい。具体的な在宅医療等の体制整備の手法としては、基

礎自治体が所掌する介護保険に基づく在宅医療・介護連携推進事業等を中心に進めることが想定される

が、その前提として、基礎的な統計情報や現状把握調査等により、各地域においてどの程度在宅医療等

の整備を図ることが求められるかの見通しを示すことが、地域医療構想の円滑な推進に資するものと考

えられる。 
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