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ごあいさつ 

 

府中市長 小 野 申 人 

 

 

 

「府中市健康地域づくり審議会のあゆみ」発刊にあたり、寺岡会長様をはじめ、

関係の審議会及び分科会委員の皆様におかれましては、府中市の健康福祉分野の政

策立案及び各施策の推進に対しまして、多年にわたって御協力を賜っておりますこ

とに、厚く御礼申し上げます。 

 健康地域づくり審議会は、専門的な立場から地域住民の政策ニーズを把握して政

策立案に反映し、縦割り行政に横串を刺すという先進的な役割を担っていただくた

め、平成 16 年に設置されました。 

 以来およそ 15 年の長きにわたり、関係の皆様には、「地域社会の再生と市民の

健康づくりの両立」をテーマに、子どもから働き盛り世代、そして高齢世代に至る

まで、全ての住民ができるだけ長く元気で暮らし続けることができるよう、様々な

政策を御提言いただくとともに、各施策の PDCA サイクルの実現に御協力いただ

いています。 

 御存知のように、府中市の人口減少と超高齢化は「待ったなし。」の状態です。

この審議会の設立当時から現在までに、府中市の人口は 7 千人余り減少し、高齢

化率は 10％程度上昇して 35％を超えました。 

こうした厳しい状況の中でもこのまちを維持、発展させるためには、全ての人が

暮らしと生きがいを高め合える「地域共生のまちづくり」を推進し、このまちの元

気や魅力を積極的に発信していくことが必要です。 

「活力と潤いのある府中市づくり」に向けて、ともに一歩前へ進んでいきましょ

う。 
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「府中市健康地域づくり審議会」のこれまでの経緯と成果 

府中市健康地域づくり審議会会長 寺 岡  暉 

                           

「府中市健康地域づくり審議会」は、平成 16（2004）年、当時の伊藤吉和府中

市長より 8 月 30 日付け府福第 996 号で諮問された事項に対して、市民の生涯を

通じての健康が確保できる環境整備について審議するために設置された。その諮問

事項は「府中市民のより良い健康づくりのために、中長期的ビジョンに立って執行

されるべき市の総合政策について」であった。爾来多くの協議を重ね、途中、審議

会の体制見直しも行われ今日に至っている。その間に 2 度の市長交代もあった。超

高齢化時代・人生 90 歳時代と言われる今日、この審議会の報告は、中山間型小都

市府中市のいわば中山間地域モデルとなる健康地域づくりを目指したものである。

審議会発足後 14 年、審議体制見直し後でも 6 年が経過しており、この時期になっ

て報告書を出すのは遅きに失した感があるが、ここでこれまでの審議結果をプログ

レス・レポートとしてまとめておきたい。 

 

Ⅰ 審議会発足から平成３０年３月までの経緯と審議結果－全体的視点から 

１．「市民のより良い健康づくり」となると、協議は極めて広範多岐にわたるので、

分野別に協議することとし、当初①元気づくり分科会 ②次世代育成支援分科会 

③地域福祉分科会 ④医療・病院分科会と 4 つの分科会をおいて協議を行い、最

初の答申を行ったのは平成 17（2005）年 2 月であった。 

府中市民の健康が確保できる環境整備のためには、市民の健康の拠り所である

医療提供体制の整備が不可欠であることは論を待たない。当時（平成 16 年）の

喫緊の課題は上下病院から移行した市立府中北市民病院の経営健全化であった。

そこで、上記 4 分科会と同時並行的に市立病院経営審査分科会を設置し、平成 18

（2006）年 2 月 27 日「市立病院、特に府中北市民病院の健全化へむけての方

策について」の中間答申に続き、平成 19（2007）年 2 月 9 日に「府中北市民

病院の健全化へむけての方策について」を答申した。次いで平成 21（2009）年

6/16、 文章割付 

6/19、 文章校正 
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9 月 3 日に「今後、府中地域全体を持続的にカバーする医療提供体制の構築に向

けて、その基本とすべき考え方」を答申した（府審第 6 号）が、その内容は、公

的病院の統合による新病院の設立、病院の共同体化、医師・看護師等人材の確保、

活用及び養成を大学病院等と連携して行うことを目的とする「地域医療人材セン

ター（仮称）」の設置などであった。このうち公的病院の統合については、やがて

市立府中北市民病院と JA 府中総合病院（当時）の経営統合による地方独立行政

法人府中市病院機構の設立（平成 24（2012）年 4 月 1 日）、さらには記憶に

新しい府中市民病院新病棟の完成（平成 28（2016）年 1 月）となり実現した。 

 

２．一方、国における高齢化の進行は著しく、広島県においても地域において高齢

者の療養体制整備を検討することが課題となり、府中市は「地域における高齢者

の療養生活を支える仕組みづくり検討事業（広島県）」のモデルプラン作成地域に

指定された。そのための調査・検討の場として府中市地域ケア体制検討委員会が

設置され、その検討結果は「地域ケア体制整備構想に係るモデルプラン～地域に

おける高齢者の療養生活を支える仕組みづくり検討事業～」として報告された（平

成 19（2007）年 10 月 4 日）。この報告書には、府中地域における高齢者の療

養体制の中核に「地域看守りセンター」を位置付けた先進的な取り組みが盛り込

まれており、これはその後、現在に至るまでの府中市を中核とする府中地区（府

中市および府中地区医師会エリア）における地域ケア体制づくりの根幹を成すも

のであるといって良い。この時、広島県は地域ケア体制モデルプラン作成の受託

地域として、都市近郊部・府中市、中山間部・安芸高田市、島嶼部・江田島市を

選んでおり、これは高齢化の著しい中山間地域における医療提供体制の整備が高

齢化と過疎化が進む広島県の課題として強く認識されたからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（Photo）第 1回府中市地域ケア体制検討委員会 
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その後、国においては、社会保障制度改革国民会議報告書（平成 25（2013）

年 8 月 6 日）が発表され、高齢化に伴い患者が急増することによって、医療需要

が量的に増加するだけでなく、疾病構造も変化し、求められる医療もそれに合わ

せた形で変化する中で、①医療資源を有効活用、②より質の高い医療提供体制を

実現、③医療機能の分化・連携の強力な推進、④在宅等住み慣れた地域の中で患

者等の生活を支える地域包括ケアシステムの構築などが不可欠である、とされた。

国が考える「あるべき医療・介護サービス」提供体制の背景にある考え方は、医

療の機能分化を進めるとともに急性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、

これに続く回復期の医療や介護サービスの充実によって総体としての入院期間を

できるだけ短くして早期の家庭復帰・社会復帰を実現し、同時に在宅医療・在宅

介護を大幅に充実させ、地域での包括的なケアシステムを構築して、医療から介

護までの提供体制間のネットワークを構築することにより、利用者・患者の QOL

の向上を目指すというものであった。  

そして、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律

に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地

域包括ケアシステムを構築することを通じ、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、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等

を行うことを趣旨として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律が、医療法関係は平成 26（2014）年 10

月以降、介護保険法関係は平成 27（2015）年 4 月以降順次施行されていると

ころである。その概要は 1. 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介

護施設整備促進法等関係）2. 地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の

将来のあるべき姿）を医療計画において策定 3. 地域包括ケアシステムの構築な

どである。 

 

３．府中市健康地域づくり審議会は、発足来、元気づくり分科会、次世代育成支援

分科会、地域福祉分科会、医療・病院分科会の分野別の 4 つの専門分科会を中心

とした審議体制で運営されていたが、その目指すところは、全ての市民が生涯に

わたり健康で生き生きと暮せるための生活が保障された地域社会の構築であり、

そのためには市民のライフステージに着目した政策指標を定めることが必要であ

るところから、市民のライフステージに合わせた新たな審議体制として、①次世

代創造分科会（政策指標：次世代を担う人口の量の確保）、②いきいき世代づくり

分科会（政策指標：メタボリックシンドロームの予備群・該当者の減少、自殺死

亡者の減少、障害者の就労割合の増加）、③熟年元気づくり分科会（政策指標：生

きがいを持って暮らす元気高齢者の増加と要介護期間の短縮）、④長寿サポート
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分科会（政策指標：人生の最終段階を終の棲家で迎える高齢者の率の向上）の４

つの分科会で協議する新体制が提言され、それぞれ女性こども課、健康医療課、

地域福祉課、長寿支援課が事務局を担うこととなった（図１、２参照）。このよう

にして、市民のライフステージに合わせた審議体制が発足し（平成 24（2012）

年 4 月 26 日）、今日に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな体制づくり ～市民のライフステージに合わせて～
高

低

家族
計画
応援

少子化
対 策

年 齢

生

活

力

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

出生・子育て
（幼少期）

子育て・親育て
（学童期）

（就労期） （円熟期）
介護・最期
（終末期）

一般的な子育て施策

独自の子育て施策

ひとり親家庭

結婚しない若者

自分自身の健康
雇用確保・雇用創出
子育て環境整備

介護環境
経済的自立
職域保健

子育てしながら

子育てひと段落
孫をみながら

介護しながら

働ける

働けない

働かない若者 派遣・非正規雇用

いかに長くするのか？
（充実したリタイアライフとするために）

いかに短くするのか？
（ずっと活動するために）

2010年日本人平均寿命

男性79.64歳 女性86.39歳

長寿サポート

熟年元気づくり

いきいき世代づくり

次世代創造

次世代創造分科会 いきいき世代づくり分科会 熟年元気づくり分科会 長寿サポート分科会

少子化対策
子育て支援
母子自立支援
障害者支援 等

青壮年健康づくり
食育
メタボ・健診
こころの健康
職域保健
障害者施策 等

熟年就労
生きがい
ボランティア
介護予防 等

地域ケア体制
支える医療
医師確保
地域包括支援センター 等

事務局 児童課 事務局 保健課 事務局 福祉事務所（福祉企画） 事務局
福祉事務所（包括）
医療政策課

《新たな分科会構成のイメージ》 府中市健康地域づくり審議会事務局作成

図１

 

学生期
家住期

林住期

遊行期

ライフステージ

健康度 活動度

ライフステージと四住期の考え方

次世代創造・いきいき世代づくり・熟年元気づくり・長寿サポート

図２ Akira Teraoka 2018/07
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この市民のライフステージに合わせた審議体制は、生涯に渡る市民の生活とい

う統括概念のもとに、縦割りの健康課題を横につなげ、細分化した健康に対する

認識と政策のライフステージに合わせた統合であり、新しい取り組み方であって、

この審議会が市の担当課と一体的に進められてきた成果であるといえよう。人生

をライフステージに分けて捉える考え方は東西を問わずにある。例えば、インド

哲学の「四住期：学生期、家住期、林住期、遊行期」や、英国 Laslett，P．によ

る「A Fresh Map of Life」など（図３、４参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Third Age

Laslett, P., A Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1989.)

・First Age: an era for dependence, socialization, immaturity, and
learning

・Second Age: an era for independence, maturity, responsibility, 
and working

・Third Age: an era for personal achievement and fulfillment after 
retirement, An era after retirement with health, vigor, 
and positive attitude to have the Third Age.

・Fourth Age: an era for the final dependence, decrepitude, and 
death

※In Laslett's (1987, 1991) theory of the Third Age, old age further comprises two ages, 
the Third and Four Ages. That is, some elders are healthy and thus third agers, 
whereas others are frail and thus fourth agers.

図 ４

 

「四住期」 人生を四つに分ける マヌ法典
（インドの法典）

•学生期：師のもとで学ぶ時期

•家住期：仕事、結婚、子づくり、家庭

•林住期：新しい世界へ踏み込む

•遊行期：死への最終準備の段階
「林住期」までに得た知識や財産を
周囲に還元する時期

「余生を林住期と遊行期にわける」 山折哲雄 「文藝春秋」１０、２０１７

図 ３  

「四住期」 人生を四つに分ける マヌ法典
（インドの法典）

•学生期：師のもとで学ぶ時期

•家住期：仕事、結婚、子づくり、家庭

•林住期：新しい世界へ踏み込む

•遊行期：死への最終準備の段階
「林住期」までに得た知識や財産を
周囲に還元する時期

「余生を林住期と遊行期にわける」 山折哲雄 「文藝春秋」１０、２０１７

図 ３
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４．「市民のより良い健康づくりのために」が審議会設置の本来的意義であることを

考えると、市民参加の企画が不可欠である。このような観点から開催されたのが

「支える医療シンポジウム」を初めとした様々な市民公開講座である。その主な

ものを挙げると、先ず平成 24（2012）年 11 月 14 日に第 1 回「支える医療

シンポジウム」（Ⅰ基調講演「社会的共通資本としての地域医療システム」産業医

科大学公衆衛生学教授 松田晋哉先生、Ⅱパネルディスカッション「支える医療

はまちづくり」）が開催された。次いで平成 27（2015）年 5 月 23 日に第 2 回

「支える医療シンポジウム」（Ⅰ基調講演「地域の医療機関を守るためにしてほし

いこと」広島県地域医療支援センター医監 古川正愛先生、Ⅱパネルディスカッ

ション「支える医療を支える取組み」）が開催された。直近では平成 30（2018）

年 3 月 3 日に「地域づくり講演会」を開催し、産業医科大学公衆衛生学教授 松

田晋哉先生を再度お招きし、「地域包括ケアから地域共生社会へ」と題して講演い

ただいた。 

  そして、平成 30（2018）年 3 月 20 日に通算で 30 回目となる府中市健康

地域づくり審議会が開催され、4 つの分科会：次世代創造分科会、いきいき世代

づくり分科会、熟年元気づくり分科会、長寿サポート分科会から報告が行われた

ところである。 

 

Ⅱ 審議会の成果 

  府中市健康地域づくり審議会の経緯をまとめる中で、その成果についても改め

て考察してみたが、大別すると次の５項目を挙げることができる。府中市におけ

る今後の健康地域づくりにおいても、これら成果を活かした施策の推進が図られ

ることに強く期待し、審議会会長としての巻頭言とするものである。 

 

 １．府中市に成長・生活・健康・医療・介護と地域づくりを、総合的に捉え取り

組む考え方が生まれ、かつ定着しつつあること。 

 ２．病院の機能、とりわけ人材育成に向けた連携・統合の必要性が協議され、実

現されつつあること。 

 ３．府中地区医師会と公衆衛生に関わる関連組織、更には介護施設等との連携の

もとに、訪問看護ステーションによる地域看守りセンターを中核とする府中方

式の地域ケア体制のモデルプランをとりまとめ、定着させたこと。 

 ４．ライフステージに合わせた人生、或いは生活の捉え方と政策とを統合し、市

民の生活と密着した取り組み方を生み出したこと。 

 ５．子育て・健康的生活・看取り・医療・予防と地域づくりを繋げたこと。 
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『府中市健康地域づくり審議会のあゆみ』発刊に寄せて 

 

次世代創造分科会会長 谷  秀 樹 

 

府中市民の健康な生活を守り続けるため、平成 16 年 

に設置されました府中市健康地域づくり審議会は、平成 

24 年 6 月より 4 つのライフステージに視点を向けて、 

新たな形で継続されています。 

私が平成 24 年より所属しております、「次世代創造 

分科会」に与えられたタスクは「次世代を担う人口の量の 

確保」でございます。この実現のためには何が必要なのか、どんな方策を立てるべ

きなのか、各分野で御活躍の委員の皆様から多くの貴重な御意見を伺うことができ

ました。府中市内外の方々に府中市に定着していただき、子育てをしていただくた

めに提起された問題の多くは連鎖しており、幅広いものです。府中市の現状や分科

会の性質などから考え、より優先されるべきものは何かを抽出し、ある程度フォー

カスを絞りこんで議論してまいりました。その中で感じましたのは、やはり各世代

の、そして地域や企業の次世代創造に対する意識の向上の必要性でした。そのため

に実施しました中学生、未婚者、子育て世代、企業への啓発講演や研修は稔りを感

じるものであり、今後も継続されることを望むところです。また当分科会は「府中

市子ども子育て会議」にも位置付けられており、平成 32 年度からの第 2 次府中市

子ども・子育て支援事業計画や、平成 31 年度設置に向けた子育て世代包括支援セ

ンター（ネウボラ事業）の協議を、平成 30 年度は行っていきます。子どもたち、

そして子育てをされる方々の笑顔が見えるものとなることを期待いたします。 

さて、健康地域づくり審議会は 4 つの分科会で協議がなされていますが、それぞ

れが別個ではなく共通課題も有しており、各分科会の繋がりの重要性を強く感じて

おります。また、現実的なことや細部の議論はもちろん必要かつ重要ですが、「府中

市の次世代創造」に向けた夢のある大きな青写真を広げてのフランクな話し合いの

場も大切かなと個人的には思ったりもしています。当分科会で勉強させていただき、

今まであまり振り向くことがなかった課題に目を向けるようになってきたせいか、

このところ多世代を通じて府中市を活性化する様々な取組が活発になってきている

ことを感じます。特に、次世代を担う若年層、青年層の府中を思い支える意識を強

く感じ、心強く思っております。と同時に、分科会および審議会の責務の重さを感

じます。 

最後になりましたが、各委員の皆さまそして寺岡暉審議会長に感謝申し上げます

とともに、府中市が健やかであることを願っております。 
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『府中市健康地域づくり審議会のあゆみ』発刊に寄せて 

 

いきいき世代づくり分科会会長 金 光 俊 尚 

 

府中市健康地域づくり審議会の一分科会として、元気づく 

り分科会が始まりましたのは平成16年、現在はいきいき世 

代づくり分科会に組織改変されましたが、はや14年が経過 

いたしました。  

私がその間、微力ながら分科会の会長を務めさせていただ 

きました。その間に貴重な経験をさせて頂きまして、大変 

感謝しております。 

寺岡 暉健康地域づくり審議会会長やそれぞれの委員の皆様、府中市の担当職員

の皆様の温かい指導、助言をありがたく思っております。 

元気づくり分科会からは、府中市民のより良い健康づくりのために、「中長期的ビ

ジョンに立って執行されるべき市の総合政策はどうあるべきか。」という課題に対

し、食生活改善、働き盛りの健康づくり、がん予防・検診、糖尿病予備軍対策に重

点を置いた生活習慣病対策、障害者の自立につながる就労を目指して取り組んでま

いりました。 

 また、最近では、新たに糖尿病成人症重症化予防事業を初め、がん検診受診率向

上のための民間女性イベントとの連携、てくてくウオーキングチャレンジ事業の実

施など、民間等関係機関の協力をいただきながら市民の皆様の健康づくり事業を進

めています。 

障害者就労に向けた取組としては、府中市自立支援協議会の運営を行い、一般企

業の障害者の雇用につながる講演会の実施、障害者就労支援施設からの物品調達の

取組を行いました。また、障害者差別解消の啓発活動として障害者週間記念事業の

実施など、多方面にわたる協議が行われてきました。 

まだ満足すべき成果が、すべての事業で出ているわけではないですが、今後も成

果を出せるように頑張りたいと思います。 

分科会開催前には、事務局と打合せ会を行いましたが、私のいろいろな発言に対

して、担当の皆様が丁寧に対応し、資料をきちんと期限までにそろえてくださり、

助かりました。 

会議では寺岡会長、北川商工会議所会頭を前にしての司会は大層神経をすり減ら

したものです。今思い出しても冷や汗ものです。またいつも適切なアドバイスをい

ただき、感謝しております。御協力ありがとうございました。 

最後になりましたが、寺岡 暉先生には、府中市健康地域づくり審議会の会長とし

て 14 年間陣頭指揮を執っていただき、本当にありがとうございました。 
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『府中市健康地域づくり審議会のあゆみ』発刊に寄せて 

 

熟年元気づくり分科会会長 宮 口 英 昭 

 

 

 熟年元気づくり分科会は、「働けるうちは働きたい  

～生きがい就労の創出～」と「人生二毛作時代を目指  

して～地域人への円滑な移行～」を重点項目に掲げ、  

目標は介護・介助を必要としない元気な高齢者の割合を  

増加させることです。  

 私が熟年元気づくり分科会に参加させていただいたのは、町内会長をしてい

た平成 24 年頃からです。当時よりすでに市の担当課を中心に「定年を迎えた

高齢者が、第二の人生をどう社会に参加していくか。」という議論がなされて

おり、その中で生まれたものが、現在施策として実施されている「生きがい創

業ビジネス補助金」であり「プラチナ大学の開催」、そして実現に向け取り組

まれている「コミュニティ・キッチンの開設」「育児・家事支援への高齢者の

派遣等事業」等であります。  

 当分科会では、審議会会長である寺岡暉職権委員に御指導いただきながら、 

私以外 6 名の地域の様々な分野で活躍されている方々が、委員としてそれぞ

れの豊富な経験と豊かな知識で活発な議論が交わされ、大いにこの分科会の施

策に御尽力いただいておりますことは、すばらしい委員の皆様に恵まれたおか

げだと感謝いたしております。  

 熟年元気づくり分科会に参加する中で、特に創業ビジネス補助金交付により

元気な高齢者の活躍の場を作られ、いろいろな事業で現在も頑張っておられる

姿に敬意を表すと共に、この分科会が少しでもお役に立てていることをうれし

く思い、やりがいを感じております。  

 元気な高齢者を増やすということは、退職を迎え第二の人生をいかに生き生

きとして過ごすか、そのためには、「地域に根ざした生活の場を作り、参加す

ることで社会性を持つことが、元気な第二の人生を過ごすことが出来る。」と

言われています。しかし、目標実現には道半ばですので、今後は目標を可能に

するため具体的計画をもって、より細かな取組と、高齢者が社会参加する為の

様々な活動の場の整備やリーダーとなる人材の養成が必要と考えます。  

 今後も、分科会提案の実現に向けて、委員の皆様の活発な議論により府中市

の健康づくりに少しでもお役に立てれば良いと思っています。  

 

6/6、分科会事務局確認 

6/15、分科会会長確認後修正 
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『府中市健康地域づくり審議会のあゆみ』発刊に寄せて 

 

長寿サポート分科会会長 多 田 敦 彦 

 

長寿サポート分科会は、医師会、社会福祉協議会、 

訪問看護ステーション、介護支援専門員連絡協議会、 

民生委員児童委員協議会、社会福祉法人、町内会連合 

会、老人クラブ連合会の代表から構成されています。 

いずれの委員も、高齢者医療・介護・福祉の最前線で、 

高齢者とともに悩んだり喜んだりして長年活躍しておら 

れる方々です。それにひきかえ、私、多田はこの分野には新参者であり、大森祥夫

先生の後任に分科会長を指名された時は大層とまどいました。半素人なら司会役と

して委員の方々の意見を引き出すことに徹しようと分科会に臨んでいます。果たし

て、分科会では、委員の方々が日頃現場で抱いている、思い、悩み、希望、提案な

どがあふれんばかりとなり、議論は深夜に及ぶことが度々でした。長寿サポート分

科会に与えられたテーマは、「人生の最終段階を終の棲家で迎える高齢者の率の向

上」でしたが、分科会の議論は、勝手に枝分かれして、「高齢者が、健康で長生きを

すること、不自由が少なく笑顔で過ごせること、人生の最終段階を自分らしく自分

の希望に沿って迎えることができるには、何が必要なのか」を考え続けました。い

ろいろな問題点が浮き彫りにされ、具体的な提言も数多く出されました。 

私個人は、多くの意見を聞いて勉強になり成長できた分科会でした。以下に私が

学んだことと所感をまとめました。 

高齢者医療・介護・福祉には、問題が多岐にわたっており個人差や地域差がある

ので、複雑で分かりにくい、対策もどこから手をつけてよいのか分からない、他の

地域での成功例をコピーしてもなかなか根付かない、という側面があります。しか

し、突破口が一つ二つあれば連鎖反応を起こしてうまく進む可能性も秘められてい

ます。突破口は、その地域にすでに動いている仕組みや意欲のある人材を活用する

ことにあります。府中市には高齢者社会を元気にする資源が他の地域よりもたくさ

んあります。私がもっとも期待しているのが元気もりもり体操や高齢者サロンなど

の「集いの場」です。「集いの場」の輪を広げ充実させることで府中市の高齢者生活

は大きく変わるはずです。さらにもうひと味加えると大飛躍する予感すら感じてい

ます。その「ひと味」とは？ 正直、分かりません。もしかすると、地域通貨など

の有償ボランティア制度かもしれませんし、ぐるっとバスを大動脈としたコンパク

トシティかもしれません。 

府中市の高齢者の未来には問題点が山積し、誰もが不安と危機感を抱いていま

す。しかし、明るい未来を照らす光がそこかしこに灯り始めている、それが、私が

長寿サポート分科会をお手伝いして感じていることです。 
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市立病院経営審査分科会の思い出 

 

市立病院経営審査分科会会長 楢 﨑 靖 人 

（平成 18 年～平成 24 年） 

 

平成１６年４月１日、府中市は当時の甲奴郡上下町 

を編入合併いたしました。この時点で、上下町は町立 

上下病院を管理運営いたしておりましたが、合併の談義 

の中で当時、医療機関の運営を手掛けたことのない府中 

市は、医療が現在のような危機的状況に追い込まれつつある現状認識は全く欠落い

たしており、病院経営は順調である旨の報告を受け、何の不安もなく合併に踏み切

られました。いざ合併してみると、合併前の平成１０年に当初予算約２億円の予定

で取り掛かった上下病院の増改築工事が、完成時には約２０億５千万円に膨らんで

いたという信じがたい現実を見せられ、この負債を抱えての合併に気付いた市から

府中市健康地域づくり審議会へ対応を相談され、この「火中の栗」の拾い役を寺岡

暉審議会会長から私が仰せつかりました。合併当時、上下の地で「府中市民病院」

という銘々に違和感を抱いておられた横矢仁院長に、マルセル・カルネ監督の名画

「HOTEL DU NORD」から思いつき「府中北市民病院」ではと提言したのが私で

あったこともあり、これもご縁かと不承不承お引き受けすることとなりました。こ

れより前、平成１０年に府中地区医師会は当時の甲奴郡医師会と合併を果たしてお

り、上下地区の医療を守る責務を実感いたしておりました。旧来の府中地区医師会

の医療供給体制だけでは、上下地区の医療をカバーすることは時間距離を考えても

困難であり、何を置いてもこの地域の中核病院としての府中北市民病院の存続を図

ることを第一に考えました。このため、審議会の専門分科会として、「市立病院経営

審査分科会」を起ち上げ、難波泰樹先生と私が病院の経営健全化計画の策定とその

実行に協力いたしてまいりました。医療事業再生のために、当時の横矢仁院長をは

じめ職員の方々のご努力と、当時の伊藤吉和市長のもとで、全く白紙から出口の見

えない病院の管理運営を託され、努力された樫木弘起、九十九浩司、小森祐一朗、

それに故・寺岡泰弘の諸氏の御尽力に深甚なる敬意と感謝の意を表します。府中北

市民病院が負債を抱えながらも何とか存続のめどが立った時点で JA 府中総合病院

撤退の問題が浮上し、府中市は新たな「府中市民病院」の開設を決意され、平成２

４年４月、府中北市民病院を含めた「地方独立行政法人府中市病院機構」が設立さ

れ、これを機に「市立病院経営審査分科会」はその任を終えて解散いたしました。

平成２８年１１月、府中市民病院グランドオープン記念式典が挙行され、現在、多

田敦彦院長を中心に府中地域医療の中核病院としての役割を担っておられますこと

は、市民にとりまして本当にありがたく心強い限りです。 

 今、日進月歩の医学界は、世界的に大きな転換点を迎えております。私の属して
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おります外科領域だけでも、腹部の多くの手術が腹腔鏡やダビンチによる遠隔操作

手技の普及によって大きく変わってまいりました。胸部においても胸腔鏡による肺

がんの切除や、今まで大きく胸を開いて行っていた大動脈弁の置換や冠動脈狭窄に

対する手術も、胸を開くことなく血管から器具を挿入することにより、安全に短時

間で行われる技術が普及し、お腹や胸を大きく開かない時代がまいりました。これ

らの技術の普及は、患者様に対し肉体的、時間的負担を著しく軽減いたしておりま

す。しかし、このような手技を取り入れるためには膨大な設備投資と、従来の少数

医師によって行われる手術とは異なり、医療チームの構築が必要とされ、そのため

に訓練された複数の医師、看護師や医療技術者を必要といたします。この事態は正

にアメリカの経営学者クレイトン・クリステンセンの有名な『イノベーションのジ

レンマ』にある「破壊的イノベーション」の嵐に翻弄されている現状そのものに思

えます。このような時こそ、既成概念による理想的な病院像に固執し、己の適正規

模を見誤っては病院経営は立ち行かなくなるでしょう。今こそ従来の認識や偏見を

捨て、現実を見据えて、真の地域に密着適応した医療体制を構築しなければ、折角

これまで先人が努力してこられた「安心して住める地域医療」を枯渇、崩壊に導く

恐れを憂慮いたします。 
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審議会のあゆみ 

 

  

 平成１６年 ６ 月 府中市健康地域づくり審議会発足 

（府中市健康地域づくり審議会条例制定） 

       ８ 月 第１回府中市健康地域づくり審議会開催 

市長からの諮問『府中市民のより良い健康づくりのために、

中期的ビジョンに立って執行されるべき市の総合政策につい

て』 

       ９ 月 市長からの諮問『府中市の保育体制の整備・充実に向けて』 

 平成１７年 １ 月 答申『保育体制再編整備（案）について』を市長に提出 

  ２ 月 答申『府中市民のより良い健康づくりのために』、及び 

教育委員会に対する要望を提出 

 平成１８年 １ 月 市長からの諮問『市立病院、特に府中北市民病院の健全化 

へむけての方策について』           

       ２ 月 中間答申『市立病院、特に府中北市民病院の健全化へむけ 

ての方策について』を市長に提出 

 平成１９年 ２ 月 府中北市民病院健全化計画策定 

最終答申『市立病院、特に府中北市民病院の健全化へむけ 

ての方策について』を市長に提出 

      １０月 広島県地域ケア体制整備構想に係るモデルプラン策定 

      １２月 広島県地域ケア体制整備構想策定 

 平成２１年 ２ 月 市長からの諮問『今後、府中地域全体を持続的にカバーする

医療提供体制の構築に向けて、その基本とすべき考え方はどの

ようなものか』 

       ３ 月 府中北市民病院の経営健全化計画の見直しについて、市長に

提言書を提出 

       ９ 月 答申『今後、府中地域全体を持続的にカバーする医療提供体

制の構築に向けて、その基本とすべき考え方はどのようなもの

か』を市長に提出 

 平成２３年 ２ 月 地域医療再生講演会 開催 

       同 月 府中市健康地域づくり審議会体制見直し小委員会を設置 

 平成２４年 ４ 月 地方独立行政法人府中市病院機構 設立 

          府中市民病院(旧 JA 府中総合病院)、府中北市民病院を運営 
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 平成２４年 ４ 月 府中市健康地域づくり審議会体制の見直しについて、提言書

を市長に提出 

      １１月 第１回支える医療シンポジウム 開催 

 平成２５年１１月 人生のライフステージに着目した府中市民の健康づくりのた

めに、第１次提言書を市長に提出 

 平成２６年 ５ 月 府中市民病院改築工事 着工 

 平成２６年１１月 人生のライフステージに着目した府中市民の健康づくりのた

めの、最終提言書を市長に提出 

 平成２７年 ５ 月 第２回支える医療シンポジウム 開催 

 平成２７年１２月 府中市民病院本館 完成 

 平成２７年 １ 月 府中市民病院 新病院完成記念式典・内覧会 開催 

 平成２８年１０月 府中市民病院駐車場 完成 

 平成２８年１１月 府中市民病院グランドオープン記念式典 開催 

 平成３０年 ３ 月 地域づくり講演会 開催 
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関連する計画等 

 

計  画  名 計 画 期 間 策 定 時 期 

健康ふちゅう２１ 平成 17年度から同 26年度まで 平成 17 年 3 月 

府中市次世代育成支援行動計画 平成 17年度から同 21年度まで 同上 

府中市保育体制再編整備計画 平成 17年度から同 22年度まで 同上 

府中市地域福祉計画 平成 17年度から同 21年度まで 同上 

府中市障害者福祉計画 平成 17年度から同 26年度まで 同上 

府中市第3期高齢者保健福祉総合計

画・介護保険事業計画 
平成 18年度から同 20年度まで 平成 18 年 3 月 

府中市第１期障害福祉計画 平成 18年度から同 20年度まで 平成 19 年 3 月 

府中北市民病院健全化計画 平成 18年度から同 22年度まで 平成 19 年 2 月 

地域ケア体制整備構想に係るモデル

プラン 
― 平成 19 年 10 月 

府中市食育推進計画 平成 20年度から同 24年度まで 平成 20 年 3 月 

府中市国民健康保険特定健康診査等

実施計画 
同上 同上 

府中市第4期高齢者保健福祉総合計

画・介護保険事業計画 
平成 21年度から同 23年度まで 平成 21 年 3 月 

府中市第２期障害福祉計画 同上 同上 

府中市次世代育成支援行動計画 平成 22年度から同 26年度まで 平成 22 年 3 月 

府中市保育体制・機能向上計画 平成 23年度から同 27年度まで 平成 23 年 3 月 

府中市第５期高齢者保健福祉総合計

画・介護保険事業計画 
平成 24年度から同 26年度まで 平成 24 年 3 月 

府中市第３期障害福祉計画 同上 同上 

府中市食育推進計画（第２次） 平成 25年度から同 29年度まで 平成 25 年 3 月 

府中市国民健康保険第２期特定健康

診査等実施計画 
平成 25年度から同 29年度まで 同上 

府中市子ども・子育て支援事業計画 平成 27年度から同 31年度まで 平成 27 年 3 月 

健康ふちゅう 21（第 2 次）計画 平成 27年度から同 36年度まで 同上 

府中市障害者福祉計画 平成 27年度から同 31年度まで 同上 

府中市第 4 期障害福祉計画 平成 27年度から同 29年度まで 同上 

府中市地域福祉計画 平成 27年度から同 31年度まで 同上 

府中市第6期高齢者保健福祉総合計

画・介護保険事業計画 
平成 27年度から同 29年度まで 同上 

府中市国民健康保険保健事業実施計

画（データヘルス計画） 
平成 28年度から同 29年度まで 平成 28 年 3 月 

府中市保育環境創造計画 平成 29年度から同 33年度まで 平成 29 年 3 月 
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計  画  名 計 画 期 間 策 定 時 期 

府中市食育推進計画（第３次） 平成 30年度から同 35年度まで 平成 30 年 3 月 

府中市国民健康保険第３期特定健康

診査等実施計画 
同上 同上 

第２期府中市国民健康保険保健事業

実施計画（データヘルス計画） 
同上 同上 

府中市第５期障害福祉計画・第１期

障害児福祉計画 
平成 30年度から同 3２年度まで 同上 

府中市第7期高齢者保健福祉総合計

画・介護保険事業計画 
同上 同上 
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審議会の組織（見直し前） 

 

 

 

 

 

 


