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平成２６年度第１回府中市健康地域づくり審議会報告書 
 
１ 日時  平成２６年１０月２７日(月) １９：００～２０：３５ 

２ 場所  府中市文化センター３階会議室３ 

３ 出欠  委員１２名 全員出席 

４ 市長あいさつ 

今回、市長就任後、初めて本審議会に出席させていただくが、本審議会の皆様

には発足以来多くの貴重な政策提言を賜り、深くお礼申し上げる。 

昨年提言をいただいた分科会については、その後の取り組みについて報告いた

だく。また、昨年は中間報告となっていた長寿サポート分科会については、最終

報告をいただくということで、最終提言の取りまとめに向けて期待をしている。 

市としても、４月から市民生活部を健康福祉部と名称を改めるとともに、部内

の組織を分科会同様にライフステージの趣旨に沿った形態に改編することで、提

言施策の推進がよりスムーズに行えるよう体制を整備してきた。本日いただく予

定の最終提言についても、来年度予定している府中市の長期総合計画への反映を

含め、より方向性を具体化し施策として実現して行きたいと考えている。委員の

皆さまには忌憚のないご審議をお願いしたい。 

 

５ 会長あいさつ 

この府中市健康地域づくり審議会は、市民のニーズを広域的・専門的に把握し、

保健、医療及び福祉行政をより専門的かつ効率的に推進することを目的に、平成

１６年８月に設置され、以来１０年を経過したが、府中市民のより良い健康づく

りのために、政策提言とその政策の進捗管理を行ってきた。この間、平成１９年

には「広島県地域ケア体制整備構想モデルプラン」策定に関する協議を行った。

これは、平成１８年に後期高齢者計画において療養病床の廃止が提唱され、高齢

者の受け皿を地域でどのように確保するかということで、長期療養者或いは介護

療養者の急に受け皿を地域でどのようにするかということで、広島県のモデルプ

ランとして構想を立てたものである。その際、既にこの府中地域では、今日課題

となっている２４時間の看守り体制をはじめとした政策を提言しており、そうい

った意味でこの府中地域は高齢者対策については先進的な地域と言っても良いの

ではないかと考えている。また、国の地域医療再生に関する方策として、広島県

地域医療再生計画の一環として、ＪＡ府中総合病院と市立府中北市民病院とが経

営統合し、地方独立行政法人府中市病院機構が設立されるのを見守って来たが、

施策が実って、府中市民病院も改築の只中にある。 

長い歴史を持つ審議会であるが、平成２４年の６月には、市民のライフステー
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ジに着目した政策として、次世代創造、いきいき世代づくり、熟年元気づくり、

長寿サポートの４つの政策分野について協議を始め、昨年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第一次提言をまとめ、府中市

長に提出したものである。しかし、長寿サポートの分野においては、国の施策も

どんどん変化していることから、昨年度の段階では十分に提言をまとめ切れず、

本日、その取りまとめに至った。その意味では、他の分科会からやや後れを取っ

てしまったが、国も昨年、社会保障制度改革に関する報告書を取りまとめ、言わ

ば走りながら考えているということで、ご容赦いただきたい。 

この報告書では、医療・介護分野の改革について、団塊の世代が全て後期高齢

者となる２０２５年を見据えて、高齢化の進展により必要とされる医療の姿は、

「病院完結型」から、地域全体で治療し支える「地域完結型」の地域包括ケア体

制に変化せざるを得ないと明言されている。これが現在の国の政策の中核となっ

ており、府中地区医師会でも昨年度から在宅医療推進拠点整備事業を開始した。

このように、府中市と府中地区医師会は先見性のある事業や政策に取り組んでい

る訳であり、今後も両軸となって、新たな財政支援制度による医療・介護改革の

歯車を回していく必要があることを改めてご認識いただきたい。 

１９９０年と２０１２年を比較すると、府中地区医師会区域内の病床数は

１,８１４床から１,２１６床へと約６００床減少している。この間、介護ベッド数

は２９０床から１,３４５床へと、１,０００床以上増加している。残念なことに、

医療病床の減少については、そのほとんどが府中市内で起こっており、府中市に

おける医療病床の激減というのは大きな課題となっている。しかし、これこそが

地域包括ケア体制構築が喫緊の課題である所以である。一方、当地域における医

療・介護ニーズに対応できる若い働き手が不足していることも、厳然たる事実。

ケアのための人材育成に取り組む政策も不可欠である。 

このような背景を踏まえて、長寿サポート分科会のみならず、各分科会が協議

を進め、この府中地区の地域づくりを含めて医療・介護体制をどのように改革し

ていくかということについて、協議を進めていただきたい。 

 

６ 審議事項 

（１）各分科会からの報告 

① 各分科会の政策指標の現状について 

資料を用いて、政策指標の現状値について説明した。 

 

  ② 平成２６年度中間報告 
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【次世代創造分科会】 

 平成２７年度以降の「府中市子ども子育て支援事業計画」の策定に向け、重点

施策として反映することなどの協議について、昨年１１月以降４回の分科会を開

催し議論を重ねてきた。 

〈協議の内容〉 

（１）子ども子育て支援事業計画に係る保護者アンケート内容とその結果 

特徴的な意見としては、アンケート結果を受けて地域が子育てに関われる

ような仕組みづくりや母親に対するケアが重要であることといったものがあ

った。また、親への啓発等の取組が必要ではないかといった意見もあった。 

新規事業の取組状況に対しては、女性への啓発とあわせ男性や父親への働

きかけを含め、全体への啓蒙が必要であるとの意見が出された。支援を増や

すだけではなく、各事業の改善とともに子育て支援センター等既存の制度を

活用するための工夫や仕組みづくりなどが求められたものである。 

 （２）政策指標達成のための具体的施策 

① 若年者の雇用確保と出会いの場の創出 

ひろしま出会いサポートセンターを中心とした県内市町との連携 

広島県が結婚を希望する人をサポートするためのサイトを８月に開設

しており、会員登録することで、婚活に関する様々な情報がメールで配信

される。府中市も県内各市町と連携し、サポートセンターへの会員数の増

加に向け、未婚者の出会いの場となる婚活イベントなどの情報提供や参加

を促すことで、結婚に向けたきっかけづくりの応援が始められている。 

② 妊娠・出産に係る支援 

出産応援金制度の創設 

府中市で子どもを産み育てようとする人に、出産にかかる費用の一部を

支給する出産応援金制度が平成２６年１０月１日から開始された。この制

度は、子育て支援事業として、出産への助成を行うことで、少子化対策の

一助に位置付けられた事業である。 

③ 早婚・多子化の意識づくり 

女性連続サポート講座「女子 Cafe」開催 

女性を対象に、結婚から出産、子育てまでのライフプランのイメージ作

りができる講座（全３回）を、１１月に恋しきで開催。講座のテーマを「か

らだ」「マネー（お金）」「こころ」の３つにしぼり、それぞれ専門の講師

を招き、早期の結婚妊娠・出産子育てに向けた意識づくりや社会参画との

両立に向けた将来のライフプランをサポートしていく。 
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④ 女性の就労と子育ての両立支援と、一貫した相談窓口の設置 

ア ワンストップサービスの開始 

機構改革により「女性こども課」が新設。女性と子どもに関する手当

や相談等の窓口を一本化し、ワンストップサービスを実現。今後窓口と

しての支援の充実が図られる。 

イ 母子・父子自立支援員の配置 

母子・父子自立支援員を新規に配置し、母子家庭等の就労と自立への

支援を推進。 

⑤ ひとり親家庭を社会全体で支えていく体制づくり 

 ハローワーク求人情報オンライン提供 

母子・父子自立支援員の配置に加え、平成２６年９月からハロー

ワーク求人情報のオンライン提供をスタート。ひとり親家庭などで

の就労希望者に対し、女性こども課の窓口でも求人情報を提供。 

⑥ 定住促進のための支援 

具体的取組は現時点ではなく、今後検討が必要。 

⑦ 子育てにやさしい街づくりと情報発信 

結婚・妊娠・出産・子育て総合サイトの構築 

子育て支援サイト「ちゅちゅ」を改定し、結婚から子育てまでの総合的

なサイトとして再構築する。それぞれの時期に応じた情報発信に加え、利

用者同士の情報交換や相談にも応じられる新しいサイトとしてリニュー

アルを予定。 

 （３）今後の予定 

２回の分科会開催を予定している。分科会の重点施策の推進と進捗を図り、

少子化対策と女性の自立を支援するという観点から議論を深めていく予定で

ある。 

また、平成２７年４月にスタートする子ども・子育て支援新制度に向け、

現在策定中の「府中市子ども・子育て支援事業計画」に、分科会の重点施策

を反映できるよう、具体的な事業内容についての議論を進めていきたい。 

 

【いきいき世代づくり分科会】 

７月３１日に第４回分科会と第１回自立支援協議会を併せて開催しました。第

１次提言の主旨の実現に向け、平成２６年度に実施する健康づくり施策の内容に

ついての進捗状況を報告し、各委員よりご意見をいただいた。 

 〈協議の内容〉 

（１）政策指標達成のための具体的施策 
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① メタボリックシンドロームの予備群・該当者の減少 

ア 若い世代を対象にした健康体操の普及 

テンポのある「府中焼きマンボ」の曲にあわせた、子どもから保護者

へと若い世代を対象にした新健康体操が作成され、「市民健康＆福祉まつ

り」の中で発表された。ＤＶＤやパンフレットの作成、体操指導員によ

る普及活動などに関しても、分科会での意見を今後の普及方法に反映さ

せていく。 

イ 中学生・保護者健診 

子どもの健診、特定健診、高齢者の健診と３世代にわたる健診体制を

つくり、生涯にわたる生活習慣病予防に取り組む。試験的に実施。中学

生で健診を行う（法的）根拠や義務教育の中で行う健康診断との違いに

ついて質問等がなされ、子どもの時からの生活習慣病予防を目的とした

健診を定着させることの重要性を確認。 

② 自殺死亡者の減少 

働く世代の自殺を予防するため、労働者が自己のストレスに早期に気づ

き、適切な対応ができるよう、「働く人の疲労度チェック表を活用した事業

場健康づくり」が推進された。精神障害による労働災害件数の増加に関し、

労働安全衛生法の一部改正がなされ従業員数５０人以上の事業所にストレ

スチェック表の導入が義務化。今年度はメンタル不調に気づくための「し

おり」が市によって作成され、事業所での活用が期待される。 

③ 障害者の就労割合の増 

障害者が地域の中で自立した生活を目指した取り組みに繋がる就労施策

が求められている。自立支援協議会において、府中管内における障害者雇

用の状況等及び「障害者福祉計画」等について説明・意見交換を実施した。

府中管内の雇用率は、平成２５年度・2.02％で法定雇用率の 2.0％を僅か

ながら上回っているがその差は近年縮減傾向にある一方、障害者の就労施

設の利用者数は近年増加の傾向にある。 

平成２５年４月に「国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推

進等に関する法律」が施行され、地方公共団体等は優先的積極的に障害者

の就労施設から物品の購入やサービスの調達を行うこととなったこともあ

り、就労支援の一環として、各障害者就労施設の取り扱い物品及び業務調

査を行い、市から委託できる業務等の検討の働きかけを行っている。 

    障害者の就労施設から一般就労への移行者数を、平成２４年度実績の２

倍以上とする指針等も示されている状況とあわせ、当事者及びサービス事

業所を対象にアンケート調査を行い、集約・分析結果とともに、今年度策
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定する「障害者福祉計画」等に重点課題として盛り込み、施策の推進を図

ることを確認した。 

（２）今後の予定 

第５回分科会を１１月末に、第２回自立支援協議会を１０月３１日に開

催予定。また、平成２７年２月に第３回の自立支援協議会を開催予定であ

る。 

 

【熟年元気づくり分科会】 

今年度に入って６月２４日及び８月７日の２回の分科会を開催した。分科会で

の協議の柱は、審議会よりの指示事項である政策指標である「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」及び提言の重点項目を踏まえ、「生

きがい就労の創出」のテーマに特化してこの間議論を行った。新規事業費として

予算化された「生きがい創業ビジネス補助金」が実効性あるものとなるよう、実

施方法等について議論をおこなったものである。 

また、今年度策定する地域福祉計画について計画の位置付け等を確認した。 

〈協議の内容〉 

（１）政策指標達成のための具体的施策 

① 働けるうちは働きたい～生きがい就労の創出～の必要性、 

② 支えが必要な人から「支える人」へ～支える高齢者を増やす～、 

③「人生二毛作時代」を目指して～「地域人」への円滑な移行～生きがい・

自己実現の生き方を可能にする場所の創出、 

④ 元気高齢者を増やす、取り戻す挑戦～施設から地域へ～ 

元気高齢者そのものを増やし、高齢者の社会貢献活動の促進が必要である

との課題・方向性より、有効と考えられる施策の一つである「生きがい創業

ビジネス」の起業者等を支援事業として予算化された「生きがい創業ビジネ

ス補助金」事業の具体に集中議論を行った。この事業は、平成２６年度の市

の主要施策と位置付けられている。 

また、就労や社会参画の意欲の高揚を支援し、起業のヒントの習得を目的

に、県及び県社協との協力で「プラチナ大学：起業講座」を開校した。受講

生は２１名、８月からの約２カ月間で１０講座が予定され、特に第４回講座

においては、当分科会副会長を講師として、「府中市から起業を考える」と題

して有意義な講義をいただいた。この講座の受講生の中からも、補助金を活

用して起業等を目指されることが期待される。 

 （２）今後の予定 

今年度、熟年元気づくり事業推進のひとつのツールとして、生きがい創業
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ビジネス補助金事業をスタートさせたが、元気高齢者の増加が具体的な指数

として現れるのは、長期的な検証を必要とする。今後も政策指標の実現に向

けて、分科会としてさらなる議論を重ねて行く。 

 

【中間報告に対する意見等】 

○ 色々な施策が実施されているが、そのアウトカムをどうやって測定するか、実

施期間をどのくらい見込んでおられるのか。そういった点について協議が必要で

はないか。要するに、政策を実施したことにより、数値がどのように変化したか

ということ。 

  短い期間で成果を求めるつもりはないが、効果の評価は施策の改善に欠かせな

い。今後はそういった視点をもって分科会で協議し、報告されたい。 

○ 子ども子育て支援事業計画は、来年度からの施策の事業計画であり、策定準備

が進められている。現在はアンケート調査結果に基づいて協議を重ねており、調

査結果に基づき、事業の見込量を検討していくが、府中市の地域特性を盛り込む

ことで、府中市民のための施策にしていきたい。 

  次世代を担う人口量の増加についても、事業各々はしっかりと機能しているの

で、事業のモニタリング・評価、事業がどうなってどういった効果をもたらした

のかを検証し、事業のレベルアップを図る必要がある。 

  また、施策の成功には市民・企業の協力が欠かせないので、企業を巻き込んだ

フォーラムや講演会を開催し、府中市全体の啓発を行っていく必要がある。 

  それから、雇用の確保も重要な取り組みであり、人材の育成も大きな課題であ

る。人材育成から人口確保という連鎖を考えながら、施策を推進する必要がある。 

  子育て支援センターの利用状況が意外に芳しくないという報告がございました。

ただ、利用されていない方が即ち支援の必要がない方という訳ではございません。

本来であれば支援が必要な方を如何に拾いあげ、支援につなげていくのかという

システムが必要です。 

  最後に、子供・子育てにおけるメディアの現状について考えていく必要がある。

先日も講演会があったが、メディアがいかに子どもを蝕んでいるかということで、

これは日本だけでなく世界中で問題になっている。こういった問題もどこかで取

り上げていく必要があるのではないか。 

○ いきいき世代づくり分科会でも、新しい取り組みが２つほどあり、直ぐに答え

が出るようなものばかりではないが、目標人数であるとか進捗状況を勘案しなが

ら次の案を練っていく必要がある。保護者検診は日程の都合とかなかなか難しい

ところがあるので、今後の改善が望まれる。 

  自立支援協議会については、アンケート調査結果の集約をはじめとして検討を
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進める予定である。 

○ 「生きがい創業ビジネス補助金」に出席したが、参加者は熱心に勉強されてお

り、中身も濃く充実している。この受講者の中から、創業に向けて補助金に応募

される人が一人でも多く出てくれば良いと思う。 

○ プラチナ講座は広島県の事業であり、毎年、県内の各地域で開催されている、

熟年世代のための起業支援塾。府中市でも、２０人以上が参加され、熱心なやり

取りがなされている。生きがい創業ビジネス補助金のエントリーをめざして講座

を受講する方もいる。 

 

  ③ 審議会からの指示事項に対する最終報告 

【長寿サポート分科会】 

昨年の１１月２５日に、府中市健康地域づくり審議会長から府中市長に対し

「第１次提言」を提言していただいたが、長寿サポート分科会では項目の抽出は

できたが最終報告には至らなかったため、中間報告とさせていただいた。 

第１次提言以降、本年６月に２回分科会を開催し、指示事項に対する報告を取

りまとめたので、次のとおり報告する。 

 

「高齢者の在宅生活を全面的に支援する府中市を目指して」 

高齢化率や核家族化が進展し、独居高齢者や高齢者のみ世帯への支援やサー

ビス提供が大きな社会問題となる中、「社会保障制度改革国民会議」報告書の言

葉を借りれば、医療は「病院完結型」から地域全体で支える「地域完結型」へ

の転換を求められている。このことを医療・福祉政策策定において強く認識す

る必要がある。同時に医師・看護職員の過剰労働が常態化する中で「選択と集

中」により医療の機能分化が進められ、府中市の医療資源はわずか１０年の間

に病院及び病床は６施設８４８床から４施設５６４床に、診療所は３３施設か

ら３０施設に減少し、医師数も１０年弱で８８人から６５人に減少している。 

一方で、「医療から介護へ」の流れにより、介護施設等は少なくとも数量的

には充実し、特別養護老人ホームなどのいわゆる介護保険３施設のほか、ショ

ートステイ、グループホームを含めた介護施設等は、わずか１０年の間に１４

施設４８２床から２６施設７９６床にまで増えている。こうした医療提供体制

の転換などにより、看護等の専門職は不足しているが、今後益々、医療・介護

ニーズの増大が進む中で、看護・介護等の専門職のさらなる人材確保や、人材

育成・定着の仕組みづくりが急務となっている。 

こうした状況を踏まえ、審議会からの指示事項である、「地域住民の生活を

『支える医療』を進めながら、高齢者が地域で自立した生活が営める医療、介
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護、予防、生活支援、住まいの各サービスが切れ目なく提供される地域包括ケ

ア体制の具体化」について、「相談窓口の設置」から「人材育成・住民啓発」ま

での多岐にわたる視点から検討し、本分科会として、高齢者が気軽に相談でき

る窓口を設置すること、２４時間体制で高齢者の在宅生活を看守る機能を確立

すること、医療・介護が切れ目なく連携し高齢者の看守り体制を整えることが

必要とし、そのために必要な重点項目を定め、考え方をまとめた。 

 

（１）高齢者の在宅生活を支える仕組みづくりのために 

高齢者の在宅生活を支援するためには、医療の見直しと介護の見直しは一

体となって行う必要性が指摘されている。府中市においても、医療・介護を

総合的に提供する仕組みが求められており、平成２５年には府中地区医師会

が推進役となり、「在宅医療推進拠点整備事業」の取り組みが始まった。地域・

自宅で生活し続けたいというニーズに応えるためには、在宅医療や在宅介護

の切れ目のない提供体制を確立する必要があり、看護・介護等の専門職は、

病院やかかりつけ医と連携し、患者のＱＯＬを維持し、家族の不安を緩和す

る。病院は、より高度な検査や入院医療と高齢者救急医療で在宅医療を支援

する。かかりつけ医は、プライマリ・ケアの役割を受け持ち、看取りに応じ

る体制づくりに積極的に取り組むことが肝要である。 

さらに、在宅生活を支援するためには、在宅医療推進拠点整備事業に代表

されるように、医療・介護・予防等の専門機関による連携が重要であること

は論を待たないが、公的サービスだけでは増え続ける高齢者の在宅生活を支

援することはできない。食事の配食や見守りなどの「生活支援」の提供は、

民間事業者等によるサービスや地域住民など多様な主体が担い、これにより

医師や看護・介護等の専門職が、専門分野の「医療・介護」に注力できる仕

組みを作り、在宅限界点の向上につなげることが必要で、「高齢者の在宅生活

を支援する仕組みづくり」への具体的な取り組みが求められる。 

 

（２）人材育成の支援と在宅での看取り促進に資する住民啓発 

高齢者の在宅生活の支援に欠かせない看護・介護等の専門職は、現状にお

いても慢性的な不足状況に陥っているが、将来の需要はさらに増加が予想さ

れていることから、さらなる人材育成・確保策の確立は大きな課題である。 

また、人材育成に当たっては、人材定着の検討と並行して働きやすく子育

てしやすい環境づくりなど、まちづくりの視点で取り組むことも欠かせない。

この他、在宅の高齢者や家族が感じている緊急時対応に対する不安を解消す

る環境整備が必要だが、最も大切なのは、高齢者や家族自身が、在宅での看
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取りに対する心構えを持ち、周囲の理解が重要であることから、在宅での看

取りに対する理解を促進する住民啓発などを検討する必要がある。 

 

（３）「支える医療」の中核づくりに向けて 

平成１９年の「広島県地域ケア体制整備構想モデルプラン」策定以来、府

中地域では高齢者の在宅生活を支援する仕組みを模索し、平成２３年３月の

「府中市地域医療再生計画」では、「支える医療」を定義づけて医療提供体制

の構築を目指してきた。高齢者が終末期を住み慣れた在宅で迎えるためには、

構想を具体化するほか、「２４時間体制で医療・福祉・介護が提供できる地域

看守りセンター機能」の構築を目指さなければならない。 

① 市民病院への長寿さぽーとセンター機能の設置 

新府中市民病院に設置予定の「長寿さぽーとセンター」と病院の地域医療

連携室などが中心となり、多職種が関わって高齢者が誰でも気軽に相談でき

る窓口を設ける。 

② 医師会の在宅医療推進拠点整備事業の推進強化 

府中地区医師会の在宅医療推進拠点整備事業の着実な推進によって、２４

時間体制での高齢者看守り機能の構築が期待される。 

③ 府中地区医師会との連携と調整 

府中地区医師会としての府中地区は、府中市の行政範囲を越えているので、

両者の連携と調整が必要かつ重要である。 

 

（４）今後有効と考えられる施策 

① 全ての高齢者を支援する「相談窓口の設置」 

② ２４時間体制で医療・福祉・介護が提供できる看守り機能の整備 

③ 入院時からの退院支援に関するルールづくり 

④ 看護師及び介護職員等の人材育成・確保・定着の支援 

⑤ 在宅での看取り促進に資する住民啓発・講演会等の開催 

 

【長寿サポート分科会最終報告に関する意見等】 

○ 医療から介護への流れということで、医師会圏域内では病院の病床が減少して

いる一方で介護施設のベッドが増加しており、両者を合わせると３０ベッドほど

増加している。このためか、介護の方の予算が３％ほどオーバーしておりました

が、医療の方は減少が期待できる。政策指標はまだ確立されていないが、施策の

成果は上がっていると考える。 
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○ この最終報告書は言わば入口の部分が取りまとめられたものであり、まだ十分

な事業が実施されている訳ではない。府中市が取り組むべき施策の入口について

書いてあるとご理解いただいた方が良い。 

○ 地域包括ケア多職種連携協議会の準備会を開催した。府中市からも多くの参加

があった。在宅医療推進拠点整備事業については、要介護３から５の方を見守っ

ていこうということで進めている。来年度からは新たな財源を求め、ほとんどの

高齢者を見守るようなシステムを構築していきたい。それから、高齢者が集い易

く、生活し易い地域環境を作り上げることも考えていきたい。 

そして、今後、介護を必要とする方が増加することが見込まれるので、それに

対処できる人材を育成する必要がある。 

○ どうしてもフォーマルなサービスに偏っている。サービスにはフォーマルなも

のだけでなく、例えばご近所の普段付き合いの中の支え合いのような、インフォ

ーマルだけど地域の大切な信頼とネットワークの資源もある。そういうものがな

いと、フォーマルなものだけではプツプツと切れて上手くいかない。こうしたイ

ンフォーマルな繋がりが大きな資源になるので、こうしたものへの言及が今後の

課題ではないか。 

○ 今後のニーズ動向等を推測するには、医療費のレセプト情報の分析のように、

介護請求情報を分析する必要がある訳ですが、この情報と分析が不足している。 

○ 市内の人口は減少している一方で、高齢者人口は減少しておらず、若い世代が

減少してコップ型の人口構造になって来ている。介護を要する人が増えているの

で、介護の需給サービスから考えても人材不足は明らか。若年層のみならず、中

高年になっても医療・介護人材として働けるような仕組みづくりについて考えて

いかなければならない。 

 

（２）「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提言書」の 

とりまとめについて 

長寿サポート分科会からの先週報告に基づき、審議会として取りまとめた「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提言書」を市長に

提出した。 

  市長からは、府中市の今後概ね１０年の福祉政策の指針として位置づけ、施策

に生かしていく所存であるとの感想があり、審議会での熱心な議論に対する感謝

の言葉があった。 

 

７ 閉会 

最終提言を取りまとめることができ、これまでの２年を超える議論に一旦区切
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りを付けることが出来た。ここに府中市民の元気で明るい将来への道しるべが示

されたと感じている。しかし、言い換えればこれは１０年先を睨んだスタートラ

インに立ったに過ぎない。行政におかれては、今後、提言にある具体的施策を如

何に実効性のあるものにしていくか、これからが正念場ではないかと感じている。 

  最後に、委員の皆さまにもお礼申し上げるとともに、今後の進捗管理など続い

てのご協力をお願いしたい。 

 

      以上 


