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高齢介護、地域包括ケアを担当する全国の基礎自治体職員へ―

地域包括ケアシステムを構築する目標年度の2025年まで、残り3年余りとなりました。
長く続いたコロナ禍は、地域の高齢者の心身や暮らし、さらには地域社会に深刻な影響を与えており、基礎自
治体、地域包括支援センターを始め、地域のさまざまな医療介護関係者の皆さんは、大変難しい状況下で業務
を遂行していることと思います。
先を見通しにくい状況にあっては、昨年度まで正しかった事業や取組が、今年度も正しいとは限りません。常に
社会の状況は変化するものであることを前提に、基礎自治体や共に取り組む多様な関係者には、今考えうる最善
の方策で果敢にチャレンジしつつも、状況を見ながら機動的かつ柔軟に方策を修正し、取り組んでいく認識と姿
勢が求められています。
地域包括ケアシステムに、全国一律の「答え」はありません。介護保険等の制度に命を吹き込み、日本の高齢
者の暮らしを支えていく生きた政策として国民に届けることができるのは、地域づくりを主導する基礎自治体のみ
なさんです。
このアジャイル型地域包括ケア政策共創プログラムで、全国の仲間とともに新たな一歩を踏み出しましょう。

アジャイル型※ 地域包括ケア 政策共創プログラムは
高齢者の暮らしを支える人と地域の可能性を最大化していくため

豊富な支援実績を持つメンター陣のハンズオン支援により

激しい環境変化や複雑化する地域課題に迅速かつ柔軟に向き合える基礎自治体の基盤づくりを

目指す、地域包括ケア・地域共生社会を実現する推進エンジンです

アジャイル型政策形成を体得する

このプログラムは、参加自治体が実施している、ないしは実

施しようとしている事業について、実績ある専門家が寄り添い

ながら、5か月間という短期間でトライ＆エラーを繰り返すこと

で、政策を継続的に改善していく「アジャイル（素早い）」型

政策形成を体得できるプログラムです。

全国で奮闘する同志の集まる場

豊富な支援実績に裏打ちされたノウハウ

参加組織・チームの能力を最大化

ZOOMによる

オンライン

プログラム

いつでもチャットで

気軽に相談できます
講義、ディスカッションを通した

現場実践のフィードバック

講義／ディスカッション

関係者との対話、

情報収集など

現場実践（フィールドワーク）

一流
professional

能力
capacity

仲間
network

知見
Knowledge

見学／体験

実施主体及びメンターは、国や県の医療・介護、地域包

括ケアに関する政策立案、課題解決、基礎自治体における

現場支援に関して豊富な実績を有しています。

本プログラムは、過去3年間累計53自治体を支援してき

たノウハウをもとに設計しており、質の高い知見を提供します。

現場実践とメンターからのフィードバックにより、

1か月単位で気づきが得られることで、臨機応

変に取り組みを修正でき、参加メンバーを中心

として、所属長も含めた組織、チームの能力が

着実に高まります。

高齢者の暮らしを支える地域づくりに普遍

的なノウハウが身に付き、地域包括ケアのあら

ゆる分野の事業に応用できます。

１．プログラムが提供する価値

チャットツールやオンライン会議ツールを活用した

懇親会により、全国から参加する市町村同士が

学び合い、相談しあえる関係づくりができるよう

事務局がサポートします。参加者、メンターとの距

離が縮まり、自然と意欲が高まります。

アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム 顧問

日本社会事業大学専門職大学院 客員教授・元厚生労働省 事務次官

蒲原基道

※アジャイル型とは、システム開発において、初めから厳密に仕様を決めず、短いサイクルで実装と検証、改善を繰り返しながら開発を進めて
いく手法。内閣官房行政改革推進本部等による政策形成での応用では、スピーディーに政策サイクルを回し、モニタリング・効果検証をしなが
ら、柔軟に政策の見直し・改善を行っていくことと定義されている。



２．プログラムの特徴

プログラムの主なメニュー

インプット講義
課題を見極めるための地域
分析の方法や、地域の関係
者に働きかけていく際に必
要不可欠な知識、ノウハウ
を提供します。

実践・体験
各回の終了後～次回までの
約1か月間、チームで通常
事業における実践、振り返
り検討等を行います。

進捗報告・情報共有
実践を通じて感じた手ごた
え、うまくいかなかったこ
と、それを踏まえてこれか
ら実施したいことなどを報
告します。

メンタリング（面談）
メンターが各自治体の取組
に応じたフィードバックを
行います。各回のほか、オ
ンラインチャットによりい
つでも相談可能です。

日程※ プログラム内容

2022年

8月17日(水)

PM

・9月20日(火)

・9月21日(水)

・10月18日(火)

・10月19日(水)

11月中旬

12月中旬

2023年

2月中旬

オリエンテーション

各回は原則として終日（9：30-17:30）2日間を予定しております。日程・時間は決定次第お知らせいたします。

プログラムは全てオンライン（zoom）で開催します。業務の都合で参加できない日程はメンタリング以外は録画にて受講可。

第１回 基礎自治体の役割価値と可能性

講義 • 基礎自治体職員の役割と価値

• 課題解決の方法、解決プロセスの思考方法

• わがまちの現状の共有メンタリング

第２回 高齢者の暮らしと地域課題

• 課題解決ストーリーの立て方

• 高齢者ひとりの暮らしから考える～模擬地域ケア会議～

• わがまちが取り組むべき本当の課題とは

講義

実践・体験

メンタリング

第３回 仲間をつくり、関係者を動かす

• 進捗にあわせた講義

• 多主体協働の地域づくり～現場実践者とのトークセッション

• 課題解決ストーリーの組立て「誰にどう働きかけをし、どんな

望ましい変化が起こるのか、作戦を考える」

メンタリング

実践・体験

第５回 最終報告 実践検証とこれから

• これまでの実践プロセスの整理、報告

• 次年度に向けての動きを考えるメンタリング

進捗報告

第４回 実践と成功の手ごたえをつかむ

• 進捗にあわせた講義

• 望ましい変化を確認する仕組み「関係者が確かに望ま

しい方向に進んでいることを確認するには」

メンタリング

所属組織
ヒアリング

個別
メンタリング

個別
メンタリング

個別
メンタリング

◎ 各回の終了後～次回までの約1か

月間、チーム（または課・係）で、

通常業務内で実践を行っていきま

す。

◎ 実施においては、PDCAプロセスを

高速回転させることで、成功体験

を積み重ねます。

例えば、過去の受講者はこんなこ

とを実践しています！

✓ 包括へ相談内容のヒアリング

✓ 生活支援コーディネーターと

眠っている地域資源の情報

交換

✓ 地域ケア会議のケースの振り

返り

✓ 認定申請理由や相談内容を

整理等

実践

課題
設定

検証

参加自治体に合わせて

柔軟にプログラムを用意します！

• 現地支援

• メンターや参加市町村との懇親会

• テーマに応じた特別講義

• 個別フォロー 等々

３．スケジュール

講義 • 介護保険制度の理念と基礎自治体の役割

講義

講義



時事通信社記者として、社会保障政策や地方税財

政などの政策形成過程を取材。東京財団研究員を

経て、2017年10月から現職。関心事は医療・介護

政策。著書・論文などに『地域医療は再生するか』

（医薬経済社、2020年11月）、『医薬経済』に「現

場が望む社会保障制度」を連載中（2015年6月

～）、「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政

策』（2015年、共著）など。講演、雑誌寄稿多数。

三原 岳
ニッセイ基礎研究所ヘルスケアリサーチセンター

主任研究員

亀井善太郎
PHP総研主席研究員兼立教大学院特任教授

東京都八王子市介護保険課主査、財政課主査、

高齢者いきいき課課長補佐、厚生労働省老健局総

務課・介護保険計画課・振興課併任課長補佐等を

経て現職。放送大学客員教授、さわやか福祉財団

エグゼクティブアドバイザー等も務める。著書（共著）

に、「私たちが描く新地域支援事業の姿 地域で助

け合いを広める鍵と方策」（中央法規）、「地域で

取り組む高齢者のフレイル予防」（中央法規）など。

服部真治
医療経済研究機構政策推進部副部長（企画推

進担当）兼研究部主席研究員

岩名礼介
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング主席研究員兼

中央大学大学院客員教授

都築 晃
藤田医科大学講師・地域包括ケア中核センター

博士（医学） 理学療法士 介護支援専門員

1998年より藤田保健衛生大学病院勤務、法人内

異動にて回復期病棟、専門学校教員、同大学保健

衛生学部リハビリテーション学科講師(現職)。2013年

より地域包括ケア中核センター兼務。愛知県介護予

防に関する市町村支援事業アドバイザー、公益社団

法人愛知県理学療法士会副代表理事、厚生労働

省介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支

援体制整備事業の効果的な推進方法に関する調

査研究他多数歴任。

日本興業銀行、ボストン・コンサルティング・グループ、

衆議院議員等を経て現職。公共政策全般、政策

立案・評価等を専門とし、国・地方の行政及び政治

に対し、幅広い分野の政策立案・評価、執行実務を

サポート。最近では、政府に設置されたアジャイル型

政策形成・評価検討WGのメンバーとして、現代社会

のふさわしい政策決定の精度向上の検討を進めてい

る。内閣官房行政改革推進本部参考人（政策立

案・評価、EBPM推進）、総務省行政評価局アドバ

イザー、文部科学省EBPMアドバイザー、行政改革推

進会議年次公開検証評価者等も務める。

池田 寛
藤田医科大学地域包括ケア中核センター課長

社会福祉士 介護支援専門員

一般病院や老人保健施設のソーシャルワーカーを

経て現職。居宅介護支援事業所や大学病院の

連携室に籍を置きつつ、豊明東郷医療介護サ

ポートセンターかけはし(在宅医療・介護連携推進

事業)の主担当を務める。地域の専門職への支援

を通して、医療と介護、行政と専門職の「かけは

し」になることを目指す。

地域共生社会及び、地域包括ケアシステムを中心

とした高齢者介護関連の制度・サービス開発等の

調査とコンサルティングを中心に活動。近年は、中

央官庁の調査研究事業だけでなく、都道府県によ

る市町村への地域包括ケアシステムの構築支援に

従事。「地域包括ケア研究会」事務局統括。広島

県と共同開発した「在宅介護実態調査」を国に提

案、採用される。現在７県で市町村支援事業に

従事し、わかりにくい行政用語満載の制度や事業

をかみ砕き、「腹落ち」する解説に執念を燃やす。

松本小牧
豊明市市民生活部市民協働課課長

医療経済研究機構客員研究員

入庁以来、住民自治の地域づくりや地域課題解決

に向けた住民、企業等との協働事業の経験を多く

積む。2009年より9年間介護保険業務全般を担当

し、地域包括ケア構築を牽引。民間企業等と数多

くのシニア向けサービス、MaaSを事業化する等、高

齢者の潜在的ニーズの発掘やビジネスモデルの構想

支援を得意とする。2021年４月より現職。世代や

分野を超えた地域共生社会実現に向け奮闘中。

４．プログラム アドバイザー陣

インプット講義やプログラムにおけるメンタリングにおいて、課題の特定や見極め、実践報告へのフィード
バックを担当し、参加自治体の取組を全面的にサポートします。

MENTOR メンター

昭和57年に厚生省に入省し、大臣官房政策課企画官、大臣官房長、老健局長、事務次官等を歴

任。老健局長のときには、平成29年介護保険法改正を行い、地域包括ケアシステムの強化や地域共

生社会の実現に尽力。退官後、日本社会事業大学専門職大学院福祉マネジメント研究科客員教

授、社会福祉法人友愛十字会理事長等に就任。地域共生社会や介護保険、障害福祉政策をテー

マに各地で講演を行っている。

蒲原 基道

高橋 拓朗
NTTデータ経営研究所地域未来デザインユニット

マネージャー

自治体職員、システムインテグレーターを経て現職。

人口減少社会において持続的な地域経営モデル

を確立することをライフワークとし、行政の効率化、

地域産業の高度化、テクノロジーを活用した生活

の質の向上に取り組む。デジタル戦略立案及び実

効、業務効率化を得意とし、中央省庁や地方公

共団体の数多くの案件に従事してきた。

ADVISOR 顧問・監修

日本社会事業大学専門職大学院客員教授

元厚生労働省事務次官



５．募集要項

参加要件

１２市区町村程度（予定）

２０２２年７月２９日（金）正午必着

申 込 方 法

申 込 先

申 込 期 限

選 考 に つ い て

募集市区町村数

応募者多数の場合は、エントリーシートの内容を考慮して、参加市区町村を決定させていただ

きます。結果連絡は8月上旬を予定しております。

エントリーシート（Excelファイル）に必要事項を記入の上、件名を「プログラム参加申込み【市

区町村名】 」として、事務局アドレス（下記参照）までメール添付にてお送りください。

本プログラムは、現在、取り組んでいる（取り組む予定の）事業について、その目的を問い直し、達成のための道筋を

立て、現場の実践の中で起こる問題を迅速に振り返り、柔軟に改善を行っていくアジャイル型のプログラムです。プログラム

期間中、当該事業に関係する庁内・庁外のメンバーが実践とフィードバックを繰り返すことにより、参加メンバーや組織間の

コミュニケーションを高め、チーム力を向上させながら、地域関係者への働きかけを行い、課題解決の糸口を見つけていくこ

と、さらに、その実践を第9期計画へ反映させていくことを期待しています。そのため、以下のような組織的な参画を求めま

す。

エントリー方法

募集自治体

組織として、高齢者の暮らしをより良くしたいという志を持ち、地域包括ケアシステム、地域共生社会の実現に向けて取

り組もうとする市区町村

医療経済研究機構 アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム事務局

agile@ihep.jp

①第9期介護保険事業計画に向けて、組織として地域包括ケアシステム構築のための実践的で有効な取り組みを

実践していく意思があること

第9期計画に向けて、今年度検討・着手する予定の事業についてアドバイスを受けながら進めたい、これまで実施し

てきたが効果が感じられず事業を見直したいが、どこから手を付けたらよいか分からない等、主参加者の属する組織

（課）としての問題意識や取組への意向を持って参加ください。

対象とするテーマは、高齢者福祉、介護保険給付、地域支援事業、保健事業、地域づくり等、高齢者の暮らしを

支える政策全般です。

②２名以上のチームを編成して参加すること

メンバーの所属（庁内・庁外）や役職・職種は問いません。

チーム構成例） ・高齢福祉・介護保険関係課の複数の担当者（介護保険計画担当、地域支援事業担当、

地域包括支援センター担当、給付・認定担当、老人福祉担当等）

・高齢福祉・介護保険関係課＋企画・市民協働部門、まちづくり関係課など

・高齢福祉・介護保険関係課＋生活支援コーディネーター、社会福祉協議会職員、

地域包括支援センター職員など

・課内の課長補佐・係長級＋担当者、一般行政職＋専門職

③市区町村職員がチームの代表者となること

チームメンバーに、社会福祉協議会、委託先の地域包括支援センター、介護事業所等の地域の医療福祉介護関

係者を加えることは望ましく、推奨していますが、必ず市区町村職員を代表者としてください。

④プログラム全課程に参加すること

代表者を中心とし、参加メンバーは原則としてリアルタイムで参加してください。急な業務の都合等で、出席できない

参加メンバーについては、後日配信する録画を視聴し、全課程に参加してください。

なお、令和元年度～３年度に実施した「介護予防・日常生活支援総合事業等の推進に向けた効果的な研修プ

ログラムの開発に関する調査研究事業」等に参加実績のある市町村は、一部のプログラムが重なるため、個別に協議

して参加する課程を調整するとともに、現地支援等、より深いハンズオン支援を実施します。



オープンセミナー＆公募説明会

地域包括ケア・地域共生社会実現に向け市町村が果たすべき役割とは？

令和４年７月7日(木) 13:30-17:00日時

今、高齢者の暮らしを支えるために市町村に何が求められているのか、また、地域包括ケアシステ

ム構築における全国の市町村が実施する事業が抱える課題について討論します。

第1部 ○公開講座 「地域包括ケア・地域共生社会は何を目指すのか」

岩名 礼介 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 主席研究員

○パネルディスカッション

登壇者 蒲原 基道 日本社会事業大学専門職大学院 客員教授

服部 真治 医療経済研究機構 政策推進部副部長・研究部主席研究員

岩名 礼介 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 主席研究員

モデレーター 松本 小牧 豊明市市民生活部 市民協働課 課長

第2部 ○行政説明 菊池 一 厚生労働省老健局総務課 課長補佐

○事業概要説明 過去参加自治体インタビュー 都築 晃 藤田医科大学 講師

内容

Zoom ウェビナー(オンライン)会場

医療経済研究機構 アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム事務局

（担当：柳、澤田、加藤） Email: agile@ihep.jp Tel:0120-568-535

《 お 問 い合わ せ（事務局） 》

神奈川県大井町 嶋村由香さん 大野祐子さん（2021年度参加）

このプログラムに参加する以前は、自分が担当している事業をどうしたらいいのか考えていましたが、

そもそも市の課題は何か、その課題を解決するためにはどの関係者と連携する必要があるのかなど、

広い視点で考えられるようになりました。また、プログラムで学んだことや調べたことを庁内の関係者に

説明し、市の目指す姿に向けて係を超えて一緒に取り組めるようになってきています。

長野県須坂市 窪田俊之さん 佐藤諒一さん（2021年度参加）

《2021年度プログラム参加市区町からのメッセージ》

担当事業の先行きに悩み行き詰っていた時に、このプログラムに参加しました。「大井町さんは高齢

者にどうなって欲しいの？」との講師からの問いかけに、”事業をどうすればよいのか”ばかり考えていたこ

とに気が付き、誰のために仕事をしているのかという原点に立ち返ることができました。プログラム中に

意見交換を繰り返していく中で、一緒に考え相談できる関係性ができたことも大きな強みとなり、現

在も支援を受けながら事業の立て直しに取り組んでいます。

本プログラムは、2019～2021年度に実施した「実

践型地域づくり人材育成プログラム」のノウハウを継承

しています。

本事業の様子は、下記「藤田医科大学地域包括

ケア人材教育支援センター」ホームページにてご覧いただ

けます。

http://www.fujita-

hu.ac.jp/~chuukaku/kyouiku

shien/index.html

※ 上記セミナーは終了しておりますが、セミナーの様子は、以下のURLよりご覧いただけます。

（第1部） https://youtu.be/90G_PeNnjB8

（第2部） https://youtu.be/gXitB5r5YJA

mailto:agile@ihep.jp
https://youtu.be/90G_PeNnjB8
https://youtu.be/gXitB5r5YJA

