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憲法改正議論と地方自治（１） 

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・公明与党を中心に改憲派が勝利し改憲派が議席の 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。これを受けて安倍政権、そして、与野

党を通じた国会などでの憲法改正をめぐる議論が今後本格化する。憲法改正議論では、第９条の戦争放棄

が常に国民的争点となりやすい。しかし、国の姿、統治構造に関わるさらなる重要な争点として、第 92
条からはじまる第８章「地方自治」がある。道州制も含めた地方分権の議論が、1990 年代以降、機関委

任事務などを廃止した第一次地方分権改革議論から始まり、第二次改革を経て今日まで議論が続いている。

しかし、今日に至っても、その取組みが国の姿、国と地方の統治機構の抜本的見直しに至らない原因とし

て、地方自治に関する憲法議論の希薄化がある。以下では、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争点とは何か２回に分けて整理する。１回

目は、最も基本となる下からの民主主義、積極的自由の基本原則について整理する。 
 
１. 地方自治の本旨と下からの民主主義 

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や機能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。一方で、この「地

方自治の本旨」の具体的な内容については、憲法だけでなく地方自治法も明示しておらず、解釈に委ね

られてきた。そこでは、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、基本的人権の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。その上で、①住民自

治、②団体自治の概念、そして、③基礎自治体優先の原則、補完性の原則が、などが指摘されてきた。 
地方自治の本旨は、地域共同体の成員たる住民の意思を国民主権と結びつけることであり、下からの

民主主義の概念が重要となる。民主主義は「上からの民主主義」と「下からの民主主義」に分けること

が可能である。上からの民主主義とは、国家統治、産業国家や福祉国家等の確立のため国が画一的・集

権的に意思決定し、その結果としての制度・政策を地方に適用する形態である。これに対して。下から

の民主主義とは、国家を形成する基盤としての地域ごとの特性、地域住民の意思を優先的に位置づけ、

地方の意思決定を重視し国家統治等を確立する形態である。下からの民主主義は、権限踰越の原則を克

服する手段でもある。権限踰越の原則とは、英国で「ウルトラ・バイリース」と呼ばれる原則であり、

条例は一般法と首尾一貫しなければならないこと、当該自治体の権限内のものであることなどを内容と

している。これを克服するには、下からの民主主義が不可欠となる。但し、英国では 2011 年に地域主

権法が制定され、国土計画、地域計画、開発計画等に対する分権化と住民参加を促進する方向へ見直し

が進められている。地域の視点から見た場合、上からの民主主義は上からの公共性・非自発的関係によ

る公共性を生み出す。国の法令、権限、関与、補助金等の行財政を通じて上意下達的協力関係を義務づ

ける。そこには、法令や予算等で明文化した関係に加え、実社会における暗黙の権力関係も関与する。

上からの公共性・非自発的公共関係は、公共性を担う主体たる国が主導的に明示、あるいは暗黙の実力

関係のもとで協力関係を形成する考えが基本となる。一国としての統治形態が十分に確立していない段

階、大規模災害復興など異常時の段階、そして大量生産・大量物流・大量消費を基本とする画一型産業

国家としての発展段階では、上からの公共性が経済社会の安定と発展に重要な役割を果たす。 
しかし、少子高齢化、グローバル化が進む成熟社会で、市民が公益を担う社会を実現するには、地方

の実情に合った政策を自らの責任で選択事項できる下からの公共性・自発的公共関係の形成が重要とな

る。自発的関係とは、地域の個人や組織単位の内側からにじみ出た動機によって形成される公共的な協

力関係を意味する。そこでは、国の主導的関与ではなく住民や民間企業、社会的企業が自らの意思と自

らの積極的な働きかけにより公共性を形成する。今日の地方自治は、都市部、非都市部を問わず価値観

の多様化が進んだ大衆社会で展開されている。大衆社会では、大量消費社会とマスメディアの発達の中
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で、個々の価値観に依拠した利己的な評論・批判・偏見等が自由に展開される。利己的、放任的な展開

に対して、地域として意思を形成し共同体としての地方自治を確立するため強く求められるのが下から

の公共性・自発的公共関係の構築である。下からの公共性では、基礎自治体優先の原則が重要となる。 
 
２. 積極的自由の実現 

地方分権改革の消極的自由とは、国からの様々な制約を取り除くことを中心とする取組であり、「国

の制約からの自由
．．．．．

」を意味する。ここでは制約を取り除くことを自由と定義している。これに対して、

積極的自由とは、単に制約を取り除くだけでなく、自ら新しい地域を生み出す自由、自己の意志を実現

し自らの決定に基づいて行動すること、すなわち「新たに生み出すことへの自由
．．．．

」を意味する。 

従来の分権改革議論でよく指摘されたこととして「分権になったらどうなるのか」という地方自治体

からの質問があった。国の関与等制約を取り除く点は主張できても、制約がなくなった後、自らどうす

るか新たな姿を造り出す力に戸惑う姿勢の現れである。国からの制約が見直された後、どのような地域

づくりをするかは自ら積極的に考え地方自治体が提示すべき事項である。同様のことは、地方自治法等

の制約がなくなった事項について地方議会も含め創造的議論自体を回避し、従来同様の取り扱い、ある

いは他の自治体や全国組織の示したひな型に従うだけの消極的姿勢にも存在する。制約がなくなっても

積極的自由を求めることはなく、むしろ制約がなくなったことに困惑し他に依存を強める実態がそこに

は存在する。 

従来の陳情型、利害関係調整型、横並び型ではなく、分権改革や特区制度には「手挙げ方式」等自治体

の創意工夫が源泉となる方式が導入されている。評価基準の不明確性、政治的影響等の問題点は残されて

いるものの、自治体の政策創造力が強く問われる時代となっている。様々な地域の課題やリスクを認識し

つつ、いつ、どこで、だれが、どのような政策を展開するかを自治体側が考え提示し実行する力は、自治

体間・地域間競争が厳しくなる中で今後の地方自治体の持続力に大きな違いをもたらす。この大きな違い

を、他の地域間格差と同様に捉えてはならない。なぜならば、自らの努力で多様な選択肢の中で克服する

ことが可能だからである。 
消極的自由から脱却し積極的自由に移行するためには「政策の内生化」が必要となる。政策の内生化と

は、従来の国の政策・制度待ち、他の自治体への横並び、先進自治体の単なる模倣といった外で生まれ外

から与えられる「外生型の政策」ではなく、国や他の自治体の取組みは参考にしつつもそれに拘束・翻弄

されることなく、新たなイメージを積極的・戦略的に造り出す姿勢である。内からの継続的な政策変革を

自治体の体質にするには、外からの指摘を契機として進めるのではなく、地域の内側から継続的な問題提

起がわき上がり、それを受けた変革が展開される「変革の内生化」が必要となる。なぜならば、地方の持

続性を確保することとは、将来住民の選択肢を奪うことなく、現在の住民のニーズを最大限に確保するこ

とであり、将来住民の選択肢と現在の住民のニーズは地方自治体の現在と将来の状況によって千差万別で

あり、決して他者に委ねることでは確保できないからである。地方自治の本旨は、下からの民主主義、そ

して政策の内生化を実質的に実現できる地方自治体の位置づけを確立することである。 
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消費税８%引上げと地方税収動向 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   （資料）総務省「地方財政決算統計」、「平成 27 年度地方税収決算見込額」より作成。 

    （注）決算ベース。「   」は、傾向線=多項式近似。年度ベース。 

 
総務省は７月 12 日に、2015 年度地方税収の決算見込み（速報値・地方財政計画ベース）を発表した。 
都道府県・市町村合わせた総額で 2014 年度決算に比べて２兆円強増加し 38 兆 3,048 億円となり、前

年度比 6.3%増加となった。税目別では、2014 年４月の消費税８%引上げが税収に全面的に反映する年度

となり地方消費税が前年度比 1.9%増加となった。一方で個人住民税や地方法人二税は同 0.2%増に止まっ

ている。また、都市部と非都市部等地方自治体間の税収格差を是正するための「地方法人特別譲与税」を

含めた実質税収は、前年度決算比 5.1％増加の 40 兆 4,075 億円となり、６年連続の増収、過去最高だった

2007 年度の 39 兆 5,272 億円を上回る結果となった。税収の改善、そして次に見るマイナス金利政策で地

方財政は、フローベースでは改善を見せている。しかし、ストックベースでは、依然として 2015 年度の

地方財政計画で赤字地方債の発行額が 4 兆 5,000 億円程度に達しているほか、将来に向けた金利変動等に

よる潜在的リスクが高まっている点には、十分留意する必要がある。 
すでに周知の通り、日本銀行は、2016 年１月 29 日以降マイナス金利政策を継続している。マイナス金

利政策は、地方財政にも影響を与えている。その顕著な例は、長期間にわたって債券利回りが低下するこ

とによる地方財政へのプラス効果である。具体的には、新規調達に加え残存期間の長い地方債の借換えを

進めることによる利払い費負担の軽減とその長期固定化が可能となる。これにより、地方財政のフローの

資金繰りは、今まで以上に軽減される。これまでも日本銀行が低金利・ゼロ金利政策を実施し、財務省に

よる保証金なしでの借り換え制度が導入されたことで、地方財政は飛躍的に改善してきた。普通会計等に

限らず、収益事業を担う地方公営企業においても財務体質の改善が実現している。地方財政は、極めて長

期化した低金利政策による利払い費減少により、大きく支えられてきている。今回の長期金利マイナス政

策でこうした構造がさらに組み込まれ税収も増加する中で、その安定的持続性には常にリスクを抱える点

に踏まえた財政運営の戦略形成が不可欠となっている。さらに、地方財政の展開においては普通会計等だ

けでなく、第三セクターや地方公営企業等も含め長期的視野で検証することが求められる。そこでは、形

式的な収支均衡、足元での財務状況ではなく、長期的なコストやリスクも踏まえたいくつかの視点からの

耐久力を持った収支見通しが不可欠となる。 
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台中関係・「92 共識」の扱い 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）台湾国務院統計より作成。 

 

今年５月 20 日に、民進党の蔡英文氏が総統に就任した。国民党から民進党政権に移行し、対中国政策

が注目されているものの、選挙戦を通じて蔡総統は対中国政策に対して体系的な方針を示してこなかった。

このため、経済、政治両面において不透明な点が多いことが指摘されている。経済面では、2015 年 10-12
月期で二期連続の前年比マイナス成長となっており、とくに、輸出が 2015 年に入ってから急速に減少し

ている。このため、生産活動も 2015 年年央以降前年水準を下回る動向が続いている。以上の厳しい経済

動向の背景には、もちろん主要な輸出相手国である中国経済の減速と IT 需要の構造変化が存在しており、

台湾国内経済にもマイナスの影響が広がりつつある。この意味から、①政治面で中国との関係をいかに形

成するか、②台湾経済の産業構造の多様化と高付加価値化を、同時並行的にスピード感を持って実現し、

中国経済からの自立性を確保できるかが民進党政権の政策展開に大きなカギとなる。 
政治面での大きなポイントは、前国民党馬政権と中国政府が対話の前提とした「92 共識」（いわゆる 1992

年コンセンサス）と、蔡政権がいかに向き合うかにある。91 年に中国台湾間で民間の交渉機関を設置し

実質的な政府間の実務交渉を始め、紆余曲折を経つつ 92 年、「一つの中国」原則を守りつつ、その解釈権

を中台双方が留保することで口頭合意したとされるのが「92 共識」である。この「92 共識」を巡る台湾

国内での議論は多方面に及んだものの、2005 年に台湾国民党と中国共産党間の国共トップによる合意事

項として「92 共識」の文言が明確に示され、台湾国民党は党の政治綱領にもその内容を盛り込んでいる。

前馬政権では、この合意を基礎に台中関係を拡充してきた。蔡総統は、５月の総統就任宣言で「92 共識」

に関して「1992 年の会談の事実を尊重する」としている。一方で、国際社会にとって台湾が不利になる

点を重視し「一つの中国」には言及していない。台湾国民の「中国人であり台湾人である」とする意識か

ら、「台湾人」だけの意識が高まり全体の約 60%を占める(政治大学選挙研究センター調査、2015 年時点)
に至り、「一つの中国」への国民の意識も変化している。蔡政権は、中国との対話ルートを多面的に模索

していくことになる。中国側は、海外で逮捕された台湾籍の犯罪者を中国側に引き渡す流れを広げる等硬

軟取り混ぜた政策を展開する。対中関係は、対立の外見をみせつつ、新たな関係を政治的に模索する段階

にある。 

アジアリンク 
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認知症の人への循環型の医療介護等の提供に向けて 

 株式会社富士通総研 公共事業部 東 史人 

 

 

はじめに 

世界に類を見ない高齢化が進む我が国において、認知症高齢者の数は 2012（平成 24）年で 462 万人と

推計されており、2025（平成 37）年には約 700 万人、65 歳以上の高齢者の約５人に１人に達することが

見込まれている。このように認知症の一般化が進行する中、認知症の人にどの様に対応し、どの様に支援

していくかが極めて重要な課題となっている。 
政府は昨年１月、「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」により、認知症の容態に応じて適時・

適切な医療・介護等が提供される循環型の仕組みの構築を目指しており、そのためには、（循環型の仕組

みを構成する）連携が必要な各関係者が、具体的にどのようなことに留意・配慮し、何を実践していく必

要があるかを整理し、それを広めていく必要がある。 
医療・介護等の連携の仕組みは構築途上の段階であるが、認知症施策においてとりわけ重要となる専門

医療や一般医療機関の果たすべき役割の明確化やその普及は急務なことから、弊社は昨年度、専門的知見

を有する各界の関係者の認識・見解等の集約を図り、手引きの形にとりまとめた。 
本稿では、全国各地で循環型の仕組みを構築するための参考となる手引きについて、とりまとめまでの

概略を簡単に紹介する。 
 

１．循環型の仕組みの必要性 

①認知症の人への対応・支援の考え方 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるこ

とが重要であり、認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人に寄り添いながら、認

知症の人が認知症と共により良く生きていくことができる環境を地域で整備していくことが求められて

いる。 
これは、認知症の人自身の生活への満足度が向上するだけでなく、住み慣れた環境で過ごすことは認知

症の治療上も有益とされ、さらには限りある医療資源の有効活用にもつながるものと考えられているため

である。 
よって、認知症の人へのケアの基本は、落ち着くことのできる環境を整備すること、安心できる対応を

すること、そしてそれらにより行動・心理症状（BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementia／行動症状＝①焦燥・不穏や徘徊などの活動的な障害、②攻撃性、③食欲・摂食障害、④概日

リズム障害、⑤社会的に不適切な行動。心理症状＝①抑うつ症状等感情の障害、②アパシー（普通なら感

情が動かされる刺激対象に対し関心が湧かない状態、興味や意欲の障害）、③妄想と誤認性症候群、④幻

覚）を予防し対応すること、となる。 
 

②認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） 

認知症の人が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けられるよう、新オレンジプラン

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000064084.html）では、本人主体の医療・介護等

を基本に据えて医療・介護等が有機的に連携し認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく提供

されるよう、早期診断・早期対応を軸とし、BPSD や身体合併症（身体疾患と精神疾患とを合併している）

等が見られた場合でも医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように退院・退所後もその時の容

態に最も相応しい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築することを目指している。 

事例研究 
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③循環型とは 

狭義では、「基本としての在宅生活」→「BPSD や身体合併症等が見られた場合の医療機関等での入院

治療」→「入院治療終了後、在宅生活に復帰する前の介護施設等でのリハビリテーションやケア」→「基

本としての在宅生活」という循環を意味する。 
広義では、認知症の人のその時々の容態や生活環境等様々な要因に応じて最適な環境で医療・介護等を

提供することが、認知症の人ができる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることがで

きることに繋がるという考え方に立って、「入院」、「入所」、「在宅生活」等の様々な環境の中で、そして

これらの間での移行の中で、必要な医療・介護等が「途切れなく、繋がる」ことを意味する。 
 

２．手引きが求められる背景 

①連携の具体化 

１に示したように、循環型とは、地域の中の、認知症の人のその時の容態に最も相応しい場所で適切な

サービスを提供する仕組みであることから、医療・介護等様々なサービスの提供に関わる様々な者がお互

いに連携し、切れ目なくサービスすることが求められる。 
しかしながら、「連携」は言葉としては簡単であるが、多くの関係者が連携することほど大変かつ困難

なことはなく、各々がどこまでの役割を担い、どこと・どのような連携を図るのかを、循環型の仕組みを

構成する、連携が必要な各関係者で明確化し認識を共有することが必要となる。 
連携のあり方は地域や関係者の状況によって様々だが、各地域の各関係者が連携の具体的なイメージを

持てるよう、一つの参考となる基本形を示すことは期待されていることである。 
 

②核となる医療者の積極的関与 

認知症の人を支える循環型の仕組みの中で、特に重要な役割を期待されているのが、認知症の専門医療

を提供できる医療機関や、身体疾患を持つ認知症の人を受け入れる（これまでは受入困難とされることが

多い）一般の医療機関である。 
これらの医療機関に、期待されている役割を果たしてもらうためには、具体的にどのようなことに留

意・配慮し、何を実践していく必要があるかを示していく必要がある。 
そのため、循環型・連携の具体化の中でも、特に上記２種類の医療機関を対象とした手引きをとりまと

めることとした。具体的には、認知症の専門医療を提供できる医療機関に対しては「診断～BPSD への対

応など、種々の場面での認知症専門医療の具体的関わり方や役割」を、一般の医療機関に対しては「身体

合併症への治療に際しての対応体制の整備、精神科医リエゾンなど専門科の協力、認知症のリハビリテー

ションの在り方」を明確化することを目指した。 
 

３．手引きのとりまとめ 

循環型の仕組みの具体化には、連携すべき各関係者（精神科医、訪問診療を行う一般の医師等の医療関

係者、介護関係者等）の間での認識の共有が不可欠である。 
このため、関係者・有識者等が一堂に会し、問題意識や目指すべきゴールの共有と、それらを踏まえた

積極的な議論により検討・整理を進める方法が最適かつ必要であると考え、各界を代表する関係者を委員

とする研究会を設け、そこでの議論・検討を通じとりまとめる方法を採ることとした。 
また、研究会では委員が多数のため議論・整理が難しいことから、少数の専門家による作業部会を別途

設置し、まずは医学的・専門的見地からの原案をまとめ、それを研究会にて各委員の知見・経験等からの

意見を反映していく進め方を採った。 
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図表１ 研究会の構成 

分類 氏名(敬称略) 所属団体(当時) 備考 
委員 秋山 治彦 日本認知症学会  

粟田 主一 公益社団法人日本老年精神医学会  
内田 千恵子 公益社団法人日本介護福祉士会  
大内 尉義 一般社団法人日本老年医学会  
大島 伸一 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 座長 
河﨑 茂子 公益社団法人日本認知症グループホーム協会  
神野 正博 公益社団法人全日本病院協会  
鴻江 圭子 公益社団法人全国老人福祉施設協議会  
齋藤 訓子 公益社団法人日本看護協会  
助川 未枝保 一般社団法人日本介護支援専門員協会  
鈴木 邦彦 公益社団法人日本医師会  
諏訪 さゆり 日本老年看護学会  
高倉 敬治 認知症の方ご本人  
武久 洋三 一般社団法人日本慢性期医療協会  
鳥羽 研二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター  
花俣 ふみ代 公益社団法人認知症の人と家族の会  
本間 昭 一般社団法人日本認知症ケア学会  
松谷 有希雄 国立保健医療科学院 副座長 
水澤 英洋 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター  
三根 浩一郎 公益社団法人全国老人保健施設協会  
山崎 學 公益社団法人日本精神科病院協会  

参考人 上野 秀樹 社会福祉法人ロザリオの聖母会海上寮療養所  
オブザーバ 三浦 公嗣 厚生労働省老健局長  

水谷 忠由 厚生労働省老健局総務課 認知症施策推進室長  

 

４．手引きの概要 

①医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医療に期待される役割に関する手引き 

認知症の専門医療を提供できる医療機関に対する手引きでは、各専門家等の意見を集約し、地域では図

表２のような役割が主に期待されることと整理された。 
なお、具体的に期待される活動等、詳細な手引きの内容については弊社ホームページ

（http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2015junkangata.html）に掲載の手引き本冊

を参照頂きたい（目次構成は図表３のとおり）。 
 

図表２ 手引きの要点（専門医療） 

医療・介護の有機的な連携のために認知症の専門医療に期待される役割 

I.容態に応じた適切な医

療提供の牽引役 

 鑑別診断、行動・心理症状（BPSD）や身体合併症への対応など、認知症の人の容態に

応じて適切な医療を自ら提供する 

 医療従事者の認知症対応力向上を支援するなど、地域において認知症の人の容態に

応じた適切な医療提供体制の確立を推進する 

 アウトリーチ活動を積極的に行い、予防から治療、リハビリ、在宅復帰支援に至るまで、

認知症の人の容態の変化に対応した一体的な支援を提供する、等 

II.医療・介護等の有機的

な連携をかかりつけ医等

とともに進めるエンジン役 

 認知症の医療・介護等に関わる地域の顔の見えるネットワークを構築する 

 研修等を通じて適切なケアを提供できる地域の認知症介護の基盤整備を推進する 

 認知症の人の視点に立って、多職種連携による意思決定支援の取組を推進する、等 

III.認知症高齢者等にやさ

しい地域づくりの推進役 

 認知症に関する正しい知識の普及・啓発を推進する 

 様々なアウトリーチ活動を通じて、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進する、

等 
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図表３ 手引きの構成（専門医療） 

 
第 1 認知症の専門医療に期待される役割についての基本的考え方 
第 2 個別の場面で期待される役割 

1 本人主体の医療・介護等の徹底 
2 発症予防の推進 
3 早期診断・早期対応の体制整備の推進 
4 ＢＰＳＤ等への適切な対応の推進 
5 身体合併症等への適切な対応の推進 
6 介護サービスの基盤整備 
7 認知症の人の意思決定の支援 
8 医療・介護等の有機的な連携の推進 
9 若年性認知症への対応 
10 アウトリーチ活動の推進 
11 認知症の専門的知識を有する医療関係者の養成拡充 

第 3 終わりに 

 
②一般医療機関における認知症対応のための院内体制整備の手引き 
認知症を専門としない一般の医療機関に対する、身体合併症等への対応に関する手引きでは、各専門家

等の意見を集約し、地域では図表４のような役割が主に期待されることと整理された。 
なお、具体的に期待される活動等、詳細な手引きの内容については、①と同様、弊社ホームページに掲

載の手引き本冊を参照頂きたい（目次構成は図表５のとおり）。 
 

図表４ 手引きの要点（一般医療機関） 

一般医療機関における認知症への対応のポイント 

I.認知症を理由に身体疾

患の治療機会が失われて

はならない 

 認知症は今や、すべての医療・介護関係者に対応が求められうる疾患 

 認知症の人を、個々の価値観や想いを持つ主体として尊重し、支援を提供する上で

本人の希望が実現できるよう、本人の有する力を最大限活用する 

 生活習慣病等への積極的な介入は予防に貢献できる可能性がある、等 

II.診療科や医療と介護と

いった垣根を超える連携

が必要 

 診断や治療で認知症の専門医療と相談できる体制を構築する 

 医療関係者、家族、地域での介護関係者等と、退院後の地域における生活も考慮した

連携体制を構築する、等 

III.すべての症状が認知症

の症状とは限らない 

 せん妄の可能性を念頭に置く 

 脱水、低栄養、痛み、環境の変化、薬剤の影響など対処可能な要因がせん妄を惹起

又は悪化させ、認知症の症状を悪化させることを念頭に置く 

 スタッフへの普及啓発や、せん妄への対応チームの設置を推進する、等 

 
図表５ 手引きの構成（一般医療機関） 

 
第 1 本手引きの位置づけ 
第 2 一般医療機関における認知症の現状 

1 一般医療機関における認知症の特徴 
2 認知症による一般医療機関における治療や管理面への影響 

第 3 一般医療機関において求められる認知症対応の方向性 
1 本人主体の医療・介護等の徹底 
2 管理者による積極的な体制整備の推進 
3 認知症の人の体験・苦痛を踏まえた対応 

第 4 一般医療機関に求められる認知症対応における役割 
第 5 一般医療機関において求められる体制整備の指針 

1 対応体制の構築 
2 認知症に関する基本的な教育研修 
3 具体的な対応方針 

第 6 終わりに 
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５．各地域における手引きの普及 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるよ

うな環境として、循環型の医療・介護の提供の仕組みを地域で整備していくためには、この仕組みに関わ

るべき地域の各関係者が、期待されている役割を果たしていく必要がある。 
各自治体は、地域での循環型の仕組みの整備に向け、各関係者間の連携の促進・支援や、各関係者へ期

待される役割を示し発揮を促していくことが望まれる。今回取りまとめた手引きは、この仕組みに関わる

べき関係者の中でも特に重要な役割を担う医療機関に期待される役割を明確化したものであることから、

各自治体は、これら手引きを地域の医療機関に積極的に紹介すると共に、手引きに記載された様々な役割

の発揮を促していくことも重要となる。 
なお、手引きに記載の役割はあくまで標準的なものであり、循環型の仕組みの整備は地域における資源

の状況や関係者の意向・動向等により千差万別であることから、手引きの普及・紹介の際には、手引きを

参考にしつつ、地域の実情に応じた役割分担等を形成していく必要がある。 
 
６．終わりに 

2025（平成 37）年に 65 歳以上の高齢者の約５人に１人が認知症となる社会に向け、認知症の人に寄り

添いながら、認知症の人が認知症と共により良く生きていける地域づくりには、認知症の専門医療が提供

できる医療機関による地域への専門的な支援や、認知症を専門としない一般の医療機関による合併する身

体疾患の治療が不可欠であり、今後特に期待されている（逆に言えば現在課題となっている）部分である

ことから、今回手引きを取りまとめた。 
認知症に係る医療・介護の連携体制の整備は、地域包括ケアシステムの構築と同様、現段階はまだ発展

途上の状況である。弊社は、地域包括ケアシステムの構築支援等、これまでの様々な医療・介護関連の調

査分析経験等を活かし、各地域の実情を踏まえた支援を行っている。認知症の人に優しい地域づくりに向

けても、本稿で紹介した手引きの普及・広報等、様々な形で貢献していきたいと考えている。 
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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（１） 

株式会社富士通総研 公共事業部 赤田 啓伍  

 

１．在宅医療・介護連携の推進に向けた市区町村の役割と現在の実施状況 

2015 年に成立した改正介護保険法では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護保険を財源とす

る地域支援事業の包括的支援事業の１つとして「在宅医療・介護連携推進事業」が位置付けられた。これ

により、「医療と介護の連携」を推進することが、市区町村の所掌する業務として制度的に明確化される

こととなった。全ての市区町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の具体的な取組項目として整理

された（ア）～（ク）の８つの取組を、2018 年４月までに実施することとされており、現在全国の市区

町村において種々の取組が検討・実施されているものと思われる。 
厚生労働省の調べによれば、2015 年８月１日時点の実施状況としては、（ア）～（ク）の８つの取組の

うち、まだ「実施していない」が 20.2%、「実施していないが年度内に実施予定」が 8.6%となっており、

１つ以上実施している自治体が７割超であった。また、事業の実施数別に見ると、１つ実施としている自

治体が 15.3%で最も多く、2～4 つ実施としている自治体が各 10%強となった。 
この調査結果を見ると、大半の自治体では、何らかの取組は開始している。ただし、すぐに全てを開始

するのではなく、比較的取り組みやすい（すぐできる）事業から開始し、2018 年４月までに順次着手し

ていくという意向が強いことが窺われ、必ずしも戦略的に計画を立てての取組がなされていない可能性が

考えられる。 
 

図表６ 在宅医療・介護連携推進事業の事業項目 

事業項目 概要 

ア 
地域の医療・介護の資源の把
握 

・地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、リスト・マップ化必
要に応じて、連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の相
談対応が可能な日時等）を調査 

・結果を関係者間で共有 

イ 
在宅医療・介護連携の課題の
抽出と対応策の検討 

・地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・
介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討 

ウ 
切れ目のない在宅医療と在宅
介護の提供体制の構築推進 

・地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービス
の提供体制の構築を推進 

エ 
医療・介護関係者の情報共有
の支援 

・情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係
者の情報共有を支援 

・在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用 

オ 
在宅医療・介護連携に関する
相談支援 

・医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等に
よる、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、
連携の取組を支援。 

カ 医療・介護関係者の研修 
・地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、多職種連携

の実際を習得 
・介護職を対象とした医療関連の研修会を開催等 

キ 地域住民への普及啓発 

・地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催 
・パンフレット、チラシ、区報、HP 等を活用した、在宅医療・介
護サービスに関する普及啓発 

・在宅での看取りについての講演会の開催等 

ク 
在宅医療・介護連携に関する
関係市区町村の連携 

・同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携
して、広域連携が必要な事項について検討 

 

政策解説 
【医療・介護】 
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図表７ 市区町村における在宅医療・介護連携推進事業の実施状況 

（2015 年 8月 1日現在の状況） 

 
出典：厚生労働省老健局老人保健課「第 1 回 都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議資料」 

 
 
２．在宅医療・介護連携推進事業の課題 

2000 年に介護保険制度が発足して以降、介護分野における業務経験は、市区町村において一定程度蓄

積されてきたと言える。他方、「地域医療」に係る政策は、自治体においては基本的に都道府県が所掌し

ており、一部の先進的な地域を除き、多くの市区町村では、積極的に取り組まれてこなかった領域の１つ

であった。在宅医療・介護連携推進事業は、まさにその地域医療政策の一端を市区町村が担うものとして

制度化されており、市区町村としては、医師会等これまで接点の無かった関係者とどのようにコミュニケ

ーションを取っていけばよいか、模索しているところも少なくないと思われる。 
また、在宅医療・介護連携推進事業の実施に際しては、関係するプレイヤーが非常に多岐にわたること、

業務として行政の内部のみでは完結せず、行政内外の関係者が協働して取り組んでいく必要があることも、

これまでそうした経験が少なかった担当者にとっては、困惑している要因の１つであるとも言える。 
こうした環境の中、2018 年４月までに全ての市区町村において在宅医療・介護連携推進事業を実施す

ることが求められているが、その際に次のような懸念があると考えられる。 
 

（１）事業の一体性の欠如に関する懸念 

在宅医療・介護連携推進事業の取組項目として示されている（ア）～（ク）の８つは、それぞれ単体の

業務として実施することを考えた場合、それほど難易度が高いものではない。厚生労働省の手引でもその

実施内容・方法やポイントが示されており、質の高低に目を向けなければ、業務として粛々と実施するこ

とも可能であろう。しかしながら、（ア）～（ク）の８つの取組は、実際にはその内容が相互に関連して

おり、本来は一体として取り組まれることによって在宅医療・介護連携の体制整備が図られるよう設計さ

れたものと考えられる。したがって、それぞれ単体の事業として理解され一体性の無いままバラバラに実

施されると、取組の効力が縮減し、あるいは極めて一時的なものになってしまい、十分に機能しない恐れ

がある。 
 

（２）取組の分業化に関する懸念 

（ア）～（ク）の８つの取組は、原則として市区町村が全て実施するものであるが、一部を郡市部医師

会等（地域中核的医療機関や他の団体を含む）に委託することができるとされている。この点につき、１

つ目の懸念にも関連するが、関係者との十分なコミュニケーションが無いままに「丸投げ」のような形で

委託をしてしまうと、多様な関係者による「協働」ではなく単なる「分業」となり、地域のあるべき医療・
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介護提供体制とはどのようなものかについての方向性が関係者に共有されないまま、事業だけが行われる

といった恐れがある。 
 

（３）PDCAサイクルの視点の欠如に関する懸念 

在宅医療・介護連携推進事業は、それ自体が地域包括ケアシステムの構築に向けて何をやるべきか検討

（Plan）し実施（Do）することに他ならないが、その取組を評価（Check）し改善（Act）することが必

ずしも仕組み的に担保されていない。したがって、事業の中に評価・改善の視点を組込むことが取組の質

を高めていくためには必要であるが、この視点が欠如したままだと、事業として実施したという一応の“実

績”は出来るものの、やはり一時的な取組にとどまり、継続的な改善がなされない恐れがある。 
 
これらの懸念を踏まえると、平成 30 年４月時点、全国の市区町村において、表面上事業としては実施

されているものの、本来目的とする適切な在宅医療・介護の提供体制が構築されないということが多発す

ることも否定しがたい。 
次号の政策解説では、在宅医療・介護連携推進事業の実施にあたって、上記の懸念を踏まえ、どのよう

な点を重視し展開していくべきかについて、その方向性を提示したい。 
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