
都市再興まちづくり特別講演会は、創設２５
周年記念事業の一環として主催：（公財）区画
整理促進機構、後援：国土交通省で開催された。 
日時：平成 28年 3月 24日（木）  
場所：主婦会館プラザエフ８階（スイセン） 

講演１：中貝宗治氏『豊岡
市のまちづくり』 
（プロフィール） 
・兵庫県豊岡市長 
（ご講演内容） 
・豊岡市における健康まち
づくり、スマートウェル
ネスシティ構築への取り
組み 

・これからの地方創生とまちづくりのあり方 

講演２：清水喜代志氏『健
康福祉とコンパクトシテ
ィ』  
（プロフィール） 
・国土交通省大臣官房技術
審議官（都市局担当） 

（ご講演内容） 
・国土交通行政（まちづく
り）の最新の話題と今後の方向性 

・「医療・福祉を中心としたまちづくり」に関
する国の取組み 

講演３：雄谷良成氏『「生涯
活躍のまち」で描く地方創
生』 
（プロフィール） 
・社会福祉法人佛子園理事
長、日蓮宗普香山蓮昌寺
住職、(公社)青年海外協力
協会理事長 

・社会福祉法人佛子園理事長として金沢で高齢
者のためのまちづくりを実践 

・まち・ひと・しごと創生本部 HP（地方の事
例紹介動画「地方のススメ！～地方の元気最
前線～」）にて紹介 

（ご講演内容） 
・こども、学生、高齢者、障害者がごちゃまぜ
で暮らせる「佛子園・share 金沢」のこれま
でとこれから。 

・地方創生のまちづくりはどのようにして生ま
れ、どこに向かうのか。 

講演４：笹田昌孝氏『健康生活未来都市を創る』 
（プロフィール） 
・京都大学名誉教授（医学、
血液学） 

・滋賀県病院事業庁長、滋
賀県立成人病センター特
別顧問、そしてＮＰＯ法
人健康生活まちづくり副
理事長として、からだと
心の健康を併せ持つために医学のみならずま
ちづくりについても取り組む 

（ご講演内容） 
・からだの健康とこころの健康を併せ持った
「望ましい健康」を追求していくと、三世代
が自立し共生して健康的に日々暮ら姿が見
えてきます。これを創り出す生活空間、「健
康生活未来都市」の創生を目指すことにたど
りついた。 

（公財）区画整理促進機構創立２５周年記念 

都市再興まちづくり特別講演会 
－健康・医療・福祉を中心としたまちづくり－ 

※講演３，４は、それぞれ雑誌区画整理 2016.９月号と 10月号に掲載されました。 
※付属ＣＤ―ＲＯＭには講演１～４の記録全文が収録されています。



   

講演１『豊岡市のまちづくり』 

中貝宗治氏 兵庫県豊岡市長  

 
区画整理に直接役

立つ話はできないが、
まちづくりの物の考
え方のヒントとなる
お話しをしたい。 

 
１．地方都市は東京
より貧しいか（？） 
 
豊岡市は兵庫県の

人口 8万 2千人のまち。 
地方創生戦略のベースは、まずは人口減少対策

だったが、その減り方が異常なので、人口の減り
かたを緩やかにした上で、それでも元気なまちを
創るという戦略に切り替えた。 
豊岡市では 2040年までに３３％が減少すると

予測。 
従来の豊岡市の人口の社会増減を見ると、高校

卒業の時、大学や就職で４０％が失われる。大学
卒業時３５％しか返ってこない。 

 
 
夫婦の数が減るので、子供の数も減る。 
なぜ帰ってこないのか？ 
社会的経済的文化的に貧しい地方というイメー

ジに子供も大人も閉じ込められている。 
例えば豊岡病院は病床数５００、３次救急病院 

に、平成２２年ドクターヘリを入れて、日本中か
ら２０名の若い医師が腕を磨きに来ている。 
ドクターカーも並行運用している。 
 
この結果、119番が入ってから患者が医師の治

療を受けるまでの時間が全国 39.3 分、東京都
54.6分、兵庫県 37.1分、豊岡市 33.9分、ドク

ターカー18.9分、ドクターヘリ 23.1分。すなわ
ち救急医療に関していえば、豊岡の方が東京より
も安全といえる。 

 
 
地方都市には大都市とは別の価値観による、豊

かさ、楽しさとやりがいのある仕事がある。 
小さな世界都市を実現する、人口規模は小さく

ても世界から尊敬される都市を創りたい。 
東京を飛び越えて一気に世界と結びつくことで、

世界の人は偏見なく公平に見てくれるから、世界
からの評価が直接豊岡に跳ね返ってくる。 
『豊岡で世界と出会う』と定義して、努力して

いる。 
 

２．受け継いできた大切なものを守り育てる 
 
日本の文化を見たい外国人が、日本文化を守っ

ている城崎温泉に来る。 
オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパから来

る人が増えている。 
ゆっくり町を楽しむ人に来てもらいたい。ロー

カルで地域固有なものを意識している。 
春と秋の閑散期に来てくれるのがヨーロッパの

人。 
夏と冬は以前から繁忙期なので、通年の観光が

実現するようになる。 

 



   

 
３．芸術文化を創造し発信する 

 
城崎国際アートセンターをオープン。 
演劇、ダンスなど舞台芸術に特化。 
最高３か月まで宿泊、けいこ場、ホールの使用

料は無料。２４時間稽古と制作に没頭できる。 
芸術監督は、日本代表する劇作家平田オリザさ

んが就任。 
今年度は６か国２６団体から応募、６か国１６

団体にお貸しする。 
来年度は１３か国４０団体から応募、７か国１

７団体にお貸しする。 
世界中から著名な芸術家が東京を経由せずに豊

岡にダイレクトにやって来る。 
作品が出来上がると世界の国際芸術祭に持って

いき、本国に持って帰る。 
豊岡市はダイレクトに世界と結びついている。 
 

 
 

４．環境都市豊岡エコバレーを創る 
 
町の真ん中の円山川の河川勾配は１万分の一。 
風が無いと鏡のような水面になる。 
大雨が降ると水浸しになる低湿地帯には、コリ

ヤナギが自生している。この植物から柳行李（や
なぎごおり）が出来上がり、取っ手を付けると鞄
になる。現在豊岡市は鞄の生産量が日本一。 
コウノトリがいる。1971 年日本の最後の野生

の一羽が豊岡で死んで日本の空からコウノトリが
居なくなった。1989 年春に始めて人工孵化に成
功し、現在 78羽が空で暮らし、94羽が鳥かごに
いる。 
コウノトリは完全肉食の大型の鳥。コウノトリ

が野生で暮らすためには膨大で豊富な生き物が背
景に必要。そのような豊かな自然は、人間にとっ
てもすばらしい自然なのではないか。どんなに自
然が豊かになって餌が豊富になったとしても、飛
んできた鳥をやみくもに撃ち殺す、そういう文化

のところにコウノトリは暮らすことはできない。
あんな鳥が近くにいてもいいと思えるようなおお
らかな文化が人間の側になければならない。そこ
でコウノトリを空に帰そうということを合い言葉
にして、コウノトリも住めるような豊かな環境、
すなわち豊かな自然環境と豊かな文化環境をもう
一度この地に取り戻そう、それが最大の狙いだ。 

 
環境と経済は相入れないとかたく信じられてき

た。しかしそうではなくて、環境をよくすると経
済が活性化をする。そのことが誘因となって、環
境をよくする構造がまた活発になる。環境と経済
が共鳴する関係を環境経済と名づけて、それを今、
豊岡で広げる努力を続けている。 

 

 

５６事業を豊岡市環境経済事業として認定し、
９５億６千万千円の売り上げがある。環境に貢献
する事業が豊岡市の経済を支え始めている。 

 
農業ももちろん重要。農薬に頼らないコウノト

リを育む農法も広がってきました。減農薬タイプ
で通常のお米より６割から７割高く、無農薬タイ
プで 10割以上高く店頭で売られている。 

 

 
 



   

 
５．小さな世界都市の市民を育てる 

 
コウノトリが戻ってきて、豊岡の田んぼに子供

たちが帰ってきた。 

 
 
コウノトリを育む米の大切さを学んだ後、この

米の生産を増やすためには消費が増える必要があ
ることを理解した小学生の行動力と提案で、学校
給食に「コウノトリの米」を使うようになった。 
豊岡の一員であることを考えて行動する子供た

ちが育っている。 
ふるさと教育をする。全ての小学生に英語を身

に着けてもらう。 
演劇の授業を増やし、コミュニケーション能力

を身に着けてもらう。 
世界中の人々に豊岡の誇りを伝える力を持って

もらおうと思っている。 
 

６．健康は個人の問題か（？） 
 
医療費などの社会保障費を維持するために、み

んなのためにお互いのために元気であることが必
要。 
市民共通の課題という認識に至る。 
健康政策というと健康に関心がある人しか集ま

らないし、保健士だけが頑張ることになっていた
が、総合的まちづくりの視点が欠けている。美し
い景観の町をつくれば、自然と人は歩く。公共交
通政策との関連も大切。 
健康条例から健康まちづくり条例へ「歩いて暮

らす（“暮らせる”ではない）まちづくり」を定め
た。自分自身の問題だと考えてもらいたい気持ち
を込めている。 
健康づくりを続ければ医療費が減ることが明ら

かになってきた。 
しかし、健康づくりは続かない。 
健康ポイントと環境ポイントを作った。 

ポイントは交換または小学校に寄付できる。半
分の人が学校に寄付している。 
集落単位で「玄さん元気教室」を作って、仲間

を作ってもらい、運動習慣を続けてもらう。 
 

 
 

 
 
企業へも、議会にも働き掛けている。 
市民みんなの夢をかなえるために、市民みんな

で月まで３往復３３億キロメートル歩こうとして
いる。来年度の予算を５００万円確保して、市民
公募して選んだ夢の実現に協力する。 
あの手この手を使って、努力を続けられるよう

にしている。 
 

７．近所の信頼 
 
ハーバード大学教授の研究で、近所の信頼の度

合いと要介護状態に明らかな差がある。社会との
信頼関係の強い所が、健康寿命が長い。 
運動習慣づくりと仲間づくりが組み合わされ、

この町に来ると知らない同士がなんだか触れ合っ
てしまうということができるとすれば、まち全体
を健康にすることができると思う。 
高齢化が進む日本で、この問題に取り組むこと

はチャレンジングだが、答えが見いだせれば世界
最先端になる。 



   

 

 
 

講演２『健康福祉とコンパクトシティ』 

清水喜代志氏 

国土交通省大臣官房技術審議官(都市局担当)   

 

１．コンパクトシテ
ィはコストが少ない
町 

 
人口は大阪万博が

あった 1970 から
2010 に掛けて増え
て、2040 には元に
戻ってしまう。 
市 街 地 面 積 は

1970 年から 2010
年に掛けて倍増している。 
人口密度が半分になることを意味している。 
コンビニを例にしても、今のままでは厳しくな

るので、コンパクトにしなければならないと考え
ている根拠だ。 
年金、医療、福祉の社会保障の給付金が年間１

兆円増えている。 
近年国の税収が増えて一息ついているが、厳し

い事は変わらない。 
収入を増やして、支出を減らすことを考える。 
コンパクトを市街地が狭いと理解してしまった

ことは間違いで、コストが少ない町、収入が多い
町をコンパクトと理解して欲しい。 
生活、福祉、防災の面からもコンパクトを理解

するようにして欲しい。 
国土のグランドデザインで「コンパクト＋ネッ

トワーク」と言い始めた。 

 
 
まち・ひと・しごと創生本部は出生率の改善と

人口の維持を目的に作られた部署だが、「地方に仕
事をつくり、安心して働ける」ことが人口問題の
最初の切り口になったことは、すばらしい。 
人口が同規模の静岡と浜松の比較で、出生率に

差がある。静岡が低く、浜松が高い。 
浜松には工場と農業がある。熱海と伊東は出生

率が低い。 
産業に違いがあるのではないかと考えている。 
地方都市では高卒、大卒時に転出して、社会人

になってＵターンしなくなっている。つまり、地
方に働く場所が無くなっている。 
 
大都市の長時間通勤では、保育所に預けても、

何かあったら帰れない。三世代同居しているよう
な環境でしか子育てができない。このままでは、
日本全体の子供が減っていく。 

 
 
島根県浜田市、城下町に国立病院がある。需要

が無いので、撤退の話しが出た。 
国土交通省には、浜田駅前に病院を合築する費

用を出して欲しいという要望があった。これが出
来れば、遠くから人が来られるようになる。 
これもコンパクトシティと考えてもらって良い。 
バス、鉄道などの公共交通網と市街地が一緒に



   

なって、まちをつくっているという意味だ。 
北海道帯広市、十勝バスのＨＰで時刻表を見る

と、始発駅順だけではなく、お買い物用、病院用
の頁がある。地図が付いていて、行きたいお店付
近をクリックすると行き方や時刻表が出てくる。 
交通を売るのではなくて、生活を売るようにな 

った。この考え方は全国に広がっている。 

 
 
静岡鉄道ではバスや鉄道の結節点にスーパーマ

ーケットを作って、一体となって頑張っている。 
道路や下水道をつくるのが都市計画だった。 
われわれも市民の生活をどうするのか、ストー

リーを重視しなければいけない。 
 

２．歩くことによる医療費削減効果 
 
個人的な話しだが、過去に健康指導を受けたこ

とがある。１時間程の生活習慣に関するヒヤリン
グを受けた結果、３つの禁止を言われたスカレー
タ、エレベータ、内線電話だった。つまり、良く
歩けということだった。 
結果、一日 1万５千歩から２万歩歩くようにな

って、半年で１０キログラム痩せた。 
健康診断の結果がオールＡになった。 
一歩あるくと 0.06円医療費が下がるというデ

ータがあるが、私の場合、年間約２０万円の抑制
効果になる。 
ある町で、一年間の医療費がゼロだと 1万円還

付している。 
日本人は一人平均年間医療費が年間４０万円か

かっていて、半分が生活習慣病。歩く町をつくる
ことで、この費用は大きく減るかもしれない。 
コロンビアの旧ボゴタ市長、ここはＢＲＴで有

名。「私は家にいるよりも外へ出かけたくなる街を
目指してバスを作った」と言っていた。 
コンパクトシティは「出かけたくなる街、出か

けて楽しい街」を目指したら良いのではないか。 

 
街路課（現・国土交通省都市局街路交通施設課）の名前を

変えようとした時、お出かけ企画課、お出かけ企
画室を提案したのだが、却下された。 
清水文化再生プロジェクトというＨＰがある。

清水は私の名前。文化は文化住宅という長屋の名
前。それを再生するプロジェクトがある。つまり、
自宅だ。 
父親にはことわったそうだが、改造されて高齢

者が集まって、カラオケする場所になっている。
家に帰る度に、近所の空き家などでリニューアル
が増えている。 
高齢者の方々が出てくるカフェや集会施設を作

っている。地場の不動産屋さんがやっている。皆
が楽しく暮らせるためにアイデアを出し合って街
をつくっていくのもコンパクトシティだろう。 
歩くと疲れるが、自転車は健康の効果があり、

かつ楽しい。マナーの問題はある。 
自転車のシェアサイクル、地方のまちで自転車

を借りられると楽しい。 
橋の写真を撮る趣味があるが、車に乗らないの

で、公共交通だと最寄駅から２０とか３０キロメ
ートルある。自転車だとたどり着ける。 
公共交通機関と自転車を組み合わせることが大

切。 
 



   

講演３『「生涯活躍のまち」で描く地方創生』 

雄谷良成氏 

社会福祉法人佛子園理事長、日蓮宗普香山蓮昌
寺住職、(公社)青年海外協力協会理事長 
 

１．生涯活躍のまちとシ
ェア金沢 
 
生涯活躍のまちは、施

設型、エリア型、タウン
型がある。 
現在、私どもではエリ

ア型のシェア金沢※１、佛
子園を中心とするタウン
型に取り組んでいる。 
経済と反対側にあると

考えられてきた「福祉」が日本の方向性を示す新
３本の矢の内の２つにあがっている。これが立ち
上がっていかないと日本の経済が立ち行かないと
いう認識に至っている。 
これは、福祉に関わってきた人間にとって大変

な事だ。 
地域再生法の改正の中に生涯活躍のまちが謳わ

れ、手続きが簡素化され、これまで取り組むこと

を阻んでいたものが無くなり、取り組みが容易に
なった。 
「生涯活躍のまち」に全国で、平成３１年まで

に２６３団体がＣＣＲＣ※２に取り組むことにな
った。先行交付金が２６年度、加速化交付金が２
７年度補正予算で出た。２６、２７年度合わせて
２７００億円。１１２団体が今年の４月から取り
組む。残りの１４０団体の取り組みも加速化する。 
これらの団体の殆どがシェア金沢に視察で足を

運んでおり、昨年は年間３５万人の見学者があっ
た。 
佛子園では、県内２０か所にグループホームを

作っており、こちらの方が本質だと思っている。
障害者施設を中心に半世紀の取り組みをしてきた 
が、今では地域の理解もしっかりと根付いている。 
 
２．小松市の西圓寺エリアプロジェクト 
 
西圓寺（さいえんじ）という廃寺の再生を地元

の人たちから依頼されたとき、２つ条件を付けた。 
６００年近く続いたお寺は、人任せにするので

はなく地域の人たちが主体的に関わる。障がい者、
高齢者が使う住職がかつて住んでいた場所は温泉
になっていて、地元の方々と障がいを持つ方々が
無料で使えるようになっている。障がいのある人
が男湯、女湯交代で掃除していたが、町の人たち
が自発的に掃除に参加するようになった。 



   

本堂は、趣も変わり飲み屋になっている。８年
もたって自分は健在なので、罰は当たっていない
ようだ。 
元気な高齢者、障がいのある人ない人、高齢で

も認知症でも関係なく「ごちゃまぜ」で皆が助け
合い楽しんで使っている。 
力仕事は障がいのある若者が担い、色んな塩梅

は高齢者の人たちが教えながらやっている。 
重度心身障がいを持った若者がここにいる。 
 
今では相当な角度まで首が動くようになったの

だが、当初は左右１０度しか動かなかった。そこ
に、認知症のおばあちゃんが昼にもらったゼリー
を彼に食べさせようとした。彼は首が動かないの
で、逃げられない、しかも無表情だった。 
おばあちゃんはそのゼリーを彼の口に入れよう

とするのだが、手が上手に動かなくて、口に入れ
られない。 
２、３週間したら、おばあちゃんの手の震えが

治まって来て食べさせられるようになり、彼も行
こうとするようになった。ある日、娘さんが来て
「西圓寺に行かないとあの子が死んでしまう」と
おばあちゃんが言っていると言う。 
因果関係を証明することはできないが、認知症

の方と重度心身障がいの方が関わることで福祉の
プロを差し置いて、二人で良くなっていく。 

これはショックだった。縦割りの福祉の中で、
任せて下さいと言っていた僕らは情けないと思っ
た。 

 
西圓寺の周りにある５５世帯の内、当初ここに

来なかった人が来るようになった。西圓寺は人口
減少している人口１０万人の小松市にあるのだが、
周りは田んぼしかない所に、１４世帯増えた。若
者が出なくなった。西圓寺に来ていると他の人も
いるので、適当な距離を保って家に帰れる。そう
いった様子を見ていた人が首都圏を含めて、移住
してきた。ここだけが人口が増加している。これ
が地方創生の目にとまった。 
地域に新年会があるのだが、乾杯が終わったあ



   

と会話が無くなる。２時間が苦痛だったそうだ。
今は、重度障がいをもった若者が混ざっている。
すると、今日の彼はいい顔してるねとかいう話題
で、話しが尽きない。結果、西圓寺を利用する人
が増え、地域力がアップしたと言える。 
高齢者、病気がち、老若男女様々な人が家族、

仲間、地域社会に積極的に貢献できるということ
を我々がしっかり持ちづけることができること、
主体的に関わる、参加するとはどういうことなの
だろうかをシェア金沢の中で実現することがプロ
ジェクトの大きな課題だった。 

 
人間のＱＯＬ※３を支えるには住宅や福祉だけ

では足りない。 
ケータイ電話やスマホは障がい者は使えない人

が多い。今、手持ちのこれらの機器が使えなくな
ったら我々は大変な困る事になる。 
人生に目的があるか、働いているかどうか、ボ

ランティアの参加率が高いかどうかで要介護認定
度が低くなる。 
高齢者用の福祉施設に来る男女比率は、女性が

８割。 
従来の福祉施設は、来てくれる人しか救えない。

男性は来ない。 
どうやって支えていくか。社会全体で支える必

要がある。 
 

支える社会をつくるためには自治が大切。 
この自治は行政が行うのではなく、住民自治が

行われることが大切。 
小学校区の大きさで、顔と名前が一致できる範

囲で、声が届く範囲で、色んな事が決定できる住
民自治をし、多世代が混じって若者が定着定住す
る。これがＣＣＲＣの核的施設の役割。 
要介護直前の人たちが誘い合って施設内の蕎麦

屋に御蕎麦を食べに来る。この人たちを放ってお
くとあっと言う間に要介護者になってしまう。 
子供たちが集まってきて、勝手にフルートを吹

いたりしている。 
ダウン症の若者が居るのだが、彼が今日も元気

なのかどうかを周囲の人が皆で気にして、話題に
している。 
その他、多くの自発的活動が積み重なった結果、

佛子園関連の施設に年間１万２千人の人が来てい
る。 

 
３．輪島ＫＡＢＵＬＥＴ（わじま・かぶーれ）プ
ロジェクト 
 
人がうるしに触ると「かぶれますよ」というこ

とから付いた名前。 
輪島市と佛子園とＪＯＣＡ（公益社団法人青年

海外協力協会）とが連携して日本版ＣＣＲＣの認
定を受け、先行交付金の対象となることが決まっ



   

た。 
全国４万人の海外協力隊のＯＢがいて、この人

たちに呼びかけた所１０日間で移住して良いとい
う人が４０人も集まった。 
福祉部門と地域のブランディングを重ねるとど

うなるかというプロジェクトだ。 
 
能登半島地震でダメージを受けた古い家や空き

家を改築。 
核となる場所を作って、人口２万８千人のまち

がどう変わるか。 
輪島の朝市に来る人を町並みにどうやって誘導

するか、町に住んでいる人を買い物などに使える
ように電動カートを走らせて、空き家と町をつな
いでいる。 
週に 1度、２週間に１度しか話さない独居男性

が沢山いる。町中に住んでいても、これは孤立し
ているのと同じ。 
これらの男性たちを輪島市が運営しているケー

ブルテレビを使って、双方向に結び付けている。 
顔が見えるシステムにして、何月何日に一緒に

出掛けることを何日か前から、独居高齢者に投げ
かけている。 
一日1回出かける人と２、３日に一回の人では、

歩行障害の発生率が４倍違う、認知症の発症リス
クが３．５倍違う。 
卵を買いにいっていわしを買って来ても良い。

出かけることが大切。買い物をするときに頭が働
いていることが大切。 
申し込んだら卵が届いてしまう仕組みではダメ。

一緒に買いに行こうということが人の暮らしだ。
それで人間が元気になる。 

 
４．遠野駅前プロジェクト 
 
シェア金沢は４年前のモデル、タウン型のモデ

ルが最新で随分進化している。 
遠野は、生涯活躍のまちに認定され 駅舎の中

にホテルがあるが、その様な駅は 
日本中で東京駅と遠野の 2か所しかない。車中

心の社会ではあるが、大型の駐車場は作らない。 
遠野物語は暗がりで見るおばけの話しが有名だ

が、そこにいる人のありのままの暮らしぶりをそ
のまま見せる事が大切。地元の人がおいしそうに
食べている草餅など、暮らしのそのまま、本物を
見せることが大切。 
駅舎を中心にデーサービスや銭湯、子育て支援、

学童保育、サービス付き高齢者住宅、グループホ
ーム、シェアハウスなどの施設を配置したら、交
流人口が増え、周辺の飲食、物販の店が復活した。 

 

全国で２６３箇所が生涯活躍のまちとして着手
している。多くのまちがハードだと認識している
ようだが、ソフトが大切。地元の人の関わりや活
躍が移住者の目に留まることが大切だということ
が、シェア金沢の経験から見えてきたことだ。 
 

 
 
 

※１シェア金沢とは、「人が直につながり、支え合い、共に
暮らす街（同ホームページ、 
ＵＲＬ：http://share-kanazawa.com/index.html）」と
されている。敷地面積は約１万 1,000 坪であり、福祉・
児童入所施設、サービス付き高齢者向け住宅、天然温泉、
飲食店、カフェ＆バーなど多彩な施設で構成されている。
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部ＨＰの「地方のスス
メ！～地方の元気最前線（ＵＲＬ： 
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11932.html）」
でも詳しく紹介されている。 
※ ２ Ｃ Ｃ Ｒ Ｃ と は Continuing Care Retirement 
Community（直訳）継続的なケア付きの高齢者たちの共
同体。 
※３ＱＯＬとは Quality of Life（直訳）生活の質。 
 

 

http://share-kanazawa.com/index.html
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11932.html


   

講演４『三世代の自立・共生による「健康
生活未来都市」を創る』 

笹田昌孝氏 

京都大学名誉教授、滋賀県病院事業庁長 

 
今回の講演はタイトルが示
すように「まちづくり」の
提案である。一臨床医がこ
のテーマに至った経緯、そ
してタイトルに「生活」の
２文字を加えた意図から話
しを始めたい。 
 
Ⅰ．望ましい健康づくり 
 
１．目指すは望ましい健康 
 
４０年余り前、一医師として医療の現場に立っ

た時、最もやっかいな病気の１つはがんであった。
がんは死の病とされ、実際担当させて頂いた患者
さんの経過はまことにつらいものであった。 
私はこれを何とか「治したい」と考え、がんの

臨床、研究へと進んだ。やがて我が国のめざまし
い医学・医療の発展のおかげで、がんは一部なが
らも「治り」、またその治療成績は著しく改善され
た。これでやがては大きな目標「治す」が達成で
きそうだと感じた。ところがこれは大きな早合点
だと患者さんから教えられた。がんは手術などで
取り除かれて確かに病気と決別でき、それは大変
な成果であった。しかし、元の生活とはほど遠い
状態であったり、その人にとって大切な思いや失
いたくない夢を打ち砕かれてしまった人にしばし
ば出会った。がんの治療で声を失い人と話ができ
ない、毎日の大小の始末がつらい、乳房を失い、
あるいは子供が産めなくなった大きな心の痛みな
ど。もちろん救命が重要であるが、その人にとっ
てはからだの健康と同じ位こころの健康が大切だ。 
また、外来診察室で、からだの具合がすっかり良
くなられたのに辛そうな暗い顔をして「先生、も
う長生きはいいですわ。早よ死にたいわ。」の声が。
私達がずっと追い求めてついに手中にした世界一
の長寿国のつぶやきである。私達が長寿を求めた
のは間違いだったのかと、一瞬とまどった。 
そうではない。これ迄追い求めて手中にしたか

らだの健康は大きな宝であり、これを土台として、
これからこころの健康創りへと進めていく、この
両者の揃った望ましい健康こそ医学・医療が目標
とする姿であることを教えられた。 

以来、「望ましい健康」を目標とし、人々が、の
びのびと、はつらつと、いきいきとして日々健康
的な生活ができる「健康未来都市」の構築を目指
すこととなった。 

 
【図表１】 

２．望ましい健康を創る 
  
人々が図表１に示すような健康的な姿となるよ

うに、まずはからだの健康づくりから。 
 
１）からだの健康づくり（図表２） 
からだの健康づくりを考える時、いわゆる常識や
巷にはびこる宣伝文句、おどし文句に惑わされな
いようにしたい。からだの健康づくりを正しく進
めるポイントとして、①まずは足が大切。血液の
流れを助け、足は自分で生きていくための必需品。
歩くことで血液の流れを助け、外に出かけて社会
で活動し、こころの健康をつくる。 
②からだはいろいろな臓器の寄せ集めでなく全体
で一体となる。頭の先から足の先まで全部使って
こそからだの健康が出来上がる。 
③からだを車と考えて、自分はドライバーの心づ
もりが良い。からだをよく識り上手な運転を。か
らだづくりに食が大切。目で賞（め）で、香りを
楽しみ、舌で味わい、そしてからだの声にしっか
りと耳を傾けて適量を楽しみ健康食とする。これ
らのポイントを具体化できる都市を構築する。 

 
【図表２】 



   

 
２）こころの健康づくり 
人は胎内で生を受けるや、こころの営みが始まる
だろう。このことは妊婦のみならず、家族や見護
る者の協力の大切さを示す。出生とともに母親と
密なふれあいを続けながら外界から種々の刺激を
受け入れる。幼児、小児へと発育、発達する頃に
は自然環境やきょうだいを含む他者とのふれあい
を通して、よろこび、不快、哀しみ、感動などの
経験を積み重ねる。やがて家庭や学校における教
育を基盤としながら、自らの活動を通してそれぞ
れの人に独自の感性、個性、人格を作り上げてい
く。（図表３）こうした自然とのふれあい、他者と
のふれあいを通してこころの健康を支える基盤を
築き、自然の摂理である生と一体となった死を受
け入れ、生ある限り自己の存在を社会の中で確認
し、そして人間にのみ与えられた他者を思いはか
るこころのゆとりを内に育みながらこころの健康
を創り上げていく。 
こころの健康づくりに重要なポイントが具体化

できる都市を構築する。 

 
【図表３】 

 
３．自立と共生 
 
１）三世代の自立と共生 
 からだとこころの健康づくりはこどもたち、若
者、お年寄り三世代のいずれもが自ら考え、自ら
行動し、社会の一員として生活する「三世代の自
立」と三世代が互いに他世代を必要として生活す
る「三世代の共生」によってできあがる。なお三
世代の共生は三世代の同居ではない。この両者を
備えて生活する三世代の健康度は極めて高く健康
的な顔が浮かんでくる。（図表１） 
健康生活未来都市の構築において望ましい健康と
ともに最も重要なキーワードである。 
 
２）高齢者の自立 
健康づくりには三世代すべての自立が必要であ

るが、超高齢社会を迎えた今、高齢者の自立が特

に不可欠で急がれる。高齢者の自立に大切なこと
は高齢者自身が希望する内容であることだ。高齢
者は決して医療福祉づけを望んでいない。自分の
ことは何でも自分でしたい、そして社会の一員と
して何らかの役割を担いながら人生を全うしたい
と希望している。（図表４） 
そこで高齢者に対する認識をはっきりと変えよ

う。高齢者を決して医療福祉づけにしない、そし
て高齢者は社会にとって邪魔者でなく歓迎すべき
存在である、との視点に立つ。みんなで策を編み
出し、やがて高齢者が自立し健康的な姿となった
時、同時に子供達も若者も揃って健康的となって
いる。（図表５） 

 

 
【図表４】 

 
【図表５】 

 
Ⅱ．健康生活未来都市 
 
望ましい健康を追求していくと、からだとこころ
の健康を併せ持って三世代が日々健康的に生活し
ている姿にたどり着く。この到達像の達成に必要
な事項を列挙し、そのすべてを備えた生活空間を
「健康生活未来都市」と名付けて具体的構築へと
進めていく。（図表６） 
 
１．基本理念と到達像 
 
「健康生活未来都市」は人の安寧、社会の安寧、



   

環境の安寧を三本柱とし、人々が穏やかなこころ
で日々健康的な生活ができる空間である。 

 この生活空間は建造物や交通システム等の集
合体ではなく、自然、環境、文化を基盤に交通、
情報、教育、ビジネスなどが組み込まれ、必要時
にサッと機能する医療を備えた生活者の健康生活
を創り出す機能体である。（図表６） 
 
２．基本方針 
 

  健康生活未来都市を企画・立案する基本方針と
必要な視点は次の通りである。 
● 構想する都市は中小都市であり、市街地のみ
でなく市域全体を対象とする。 

● 人々が健康的に生活する空間と位置づけ、 
   それに則した機能と構造を備える。 
● 対象は自立・共生して生活する三世代である。 
● それぞれに独自性をもつ複数の中小 都市が
連携・協働を行い、互いの成果を活用しなが
ら長期的かつ広域的構想とする。  

 
 
 
 
 
 

 
 

３．構想の設定時点 
 
健康生活未来都市の企画立案作業に先だち、我

が国の将来における重要な変化に注目して構想の
設定時点を定める。医療の視点から疾病の種類と
患者数に注目して、２０２５年、２０４０年、２
０７０年を設定時点とした。 

 
１）２０２５年 
 ２０２５年は、第２次大戦後の１９５０年頃に
誕生した団塊の世代が後期高齢者（７５歳）に達
する時期である。この時点を「２０２５年問題」
として、医療界で特に問題とするのは７０歳代に
特徴とする疾病と深く関係する。（図表７、８） 
わが国で死因第一位はがん。多くのがんは男性

では７０歳代、女性では７０歳～８０歳代でピー
クとなる。（図表８）また死因第２位の血管病並び
に今後増え続ける認知症は高齢者の病気と言って
よい。このような病気をかかえた高齢者が増加し、
ピークに達するのが２０２５年頃であり、その対
策を急がなければならない。これからの１０年が
極めて重要である。（図表９） 

【図表６】 



   

 
【図表７】 

 
【図表８】 

 
【図表９】 

 
２）２０４０年 

 我が国においては今後とも少子化、人口減少
が進む。その対策として出生数に注目するととも
に、就労、特に若者の就労が重要である。 
２０４０年はこれから生まれ出る子供たちが成

人する頃で、その時、彼らが求め溌剌と取り組む
仕事が必要である。このことは地域再生の観点か
らも重要で、若者は希望する仕事のある地に向か
いその地で生活を始めるだろう。若者達が住み、
仕事に励む地域はやがて中・長期的に発展し地域
創生を達成すると期待される。 
 
３）２０７０年 
 ２０７０年は年代別人口構成が一定状態になる
頃である。人口構成が最もバランスの取れた鉛筆

型となって、政策をはじめ種々の計画を長期的に
進めることが可能となるため構想設定に適当な時
点と言える。都市構想に将来の年代別人口構成図
は極めて重要であり滋賀県についての私案を参考
までに示した。（図表１０） 

 
【図表１０】 

 
４．具体策 
 
１）からだの健康づくり 
 ２０２５年に向けて疾病の種類、患者数は大き
く変貌する。それらの質的、量的変化に的確に対
応して２０２５年問題をクリアするには、ＩＣＴ
※1を活用し広域を対象としたシステム、合理的診
療体制を可能とするシステム、そして優れた人材
育成システムなどに加えて、疾病対策から疾病予
防へ、疾病予防から健康増進へと向かうことが必
要である。（図表１１～１６） 
このような目的で滋賀県で具体化あるいは進行

中の事例を示す。  
・全県型医療情報システム（図表１１）：県全域を
網羅して病・病・診・在宅をつなぎ、多様な目的
に活用する 
・全県型病理遠隔診断体制（図表１２）：がん診断
に不可欠の病理診断における課題（病理医不足、
迅速診断、広域展開など）を解決する 
・ＩＣＴ活用リハビリテーションシステム（図表
１３）：術前リハや、病床リハシステムで早期離床、
早期退院を可能とする 
・病病診在宅連携体制（図表１４）：地域包括セン
ターを機能体として診療の流れを一連とする 
・全県型高度医療専門職の育成（図表１５）：これ
からの医療に重要な役割を果たす高度な医療専門
職を設置したセンターで全県対象に育成する。 
・疾病予防・健康創生センター（図表１６）：設置
したセンターを中心にして全県下に健康情報の提
供（びわこ放送）や実践を支援する 
さらにこの度新たに構築する「自立・共生型リ

ハビリテーション体制」は広域を対象とした基盤
構築と考えている。このような事業を学・産・公・



   

金等の協働により進めることが肝要である。こう
した事業の推進が限られた医療資源や医療経済の
観点から極めて有効な結果をもたらすことになる。 
 
２）こころの健康づくり 
 からだの健康づくりに比べてこころの健康づく
りはこれから開拓する分野と言って良い。我が国
の将来においては最も重要な課題と言える。認知
科学、脳科学等の知見によるこころのしくみの理
解と併せて、こころの健康づくりに人と自然、人
と人のふれあいが基盤となる。さらに文学、音楽、
芸術、科学、スポーツなどが大きな役割を担って
図表３にしめすような発展につながる。これらを
創りだす場づくり、体制づくりを健康都市構築の
軸として位置づけることになる。（図表３） 
 
５．高齢者の健康生活具体像 
 
 我が国の現状において、まず高齢者の健康づく
りを進めるのが適当である。高齢者が日々公的交
通を利用して一人で出かけ、銀行に、役所に、病
院等に行き自分で用を足す。図書館や文化施設や
グラウンドに行き友を交えて楽しいひと時を持つ。
このような生活を成り立たせる仕組みがちりばめ
られた都市が良い。（図表１７） 
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【図表１７】 

住環境のイメージとしては車の入らない広場を
囲んだグループハウス群（グループホームではな
い）などが挙げられよう。また、高齢者が社会の
中に居場所があり、何らかの役に立って堂々と生
きている姿である。学校から帰った孫世代と小川
や林や畑に行って孫世代に自然との触れ合いを創
る、幼稚園や保育園や病院でボランティアをする、
子供たちを含めたいろいろな人に知恵を伝える、
など。これらを支える施設、環境、システムそし
てインセンティブが必要だろう。（図表１８） 
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６．健康生活未来都市のイメージ図 
 
 図表１９は本稿に述べた健康生活未来都市の
イメージ図で、その構築を目指して滋賀県守山市
を中心に少しずつながら進められている。今後、
県内複数の市や他府県の市町等と連携、協働を図
り、近未来に三世代が健康的な生活を送る都市の
構築を進める計画である。 

 【図表１９】 
 
 
 
 
 

７．望ましい健康創生と健康生活未来都市構想の
検証 
 
 望ましい健康創生を目的として健康生活未来都
市を構想した。本構想が三本柱とする人の安寧、
社会の安寧、環境の安寧に関する現在進行中の企
画立案につき検証した。 
人の安寧については概ね予定通りの作業が進行

中と考えている。一方、社会の安寧については必
要事項の１つ、健康産業の創生や、健康創生の視
点に立った観光産業、農林水産新展開事業を計画
進行中である。環境の安寧では自立支援交通シス
テムの低炭素化や三世代による「緑（林）、実り（農）、
水プロジェクト（計画中）」が寄与するかと考えて
いる。社会の安寧、環境の安寧に関する事業の更
なる推進により、本構想の目標到達に向けた検討
を重ねる予定である。今後に多くの事業を展開す
る必要がある。 
 
８．地域創生と健康生活未来都市構想 
 
本構想で対象とした中小都市においては、地域

創生には中長期的計画のもと、有機的に機能する
ひと、もの、仕事の体制を整え、将来まで継続し
て発展させる企画立案が重要で、着実な実践の積
み重ねからやがてその地域に人の安寧、社会の安
寧、環境の安寧をもたらされると期待される。 
まずは現在の生活者を中心に現在の課題に対応

した策を考えるとしても、その地域の特性を生か
してその地域の将来を担う年代にふさわしい仕事
を創生することである。産官学行政等が一体とな
って、新産業のシーズを萌芽させることを重要課
題とする。我々も高齢者の自立生活に必要な聴覚
に注目し、高齢者難聴の克服をめざした新産業の
展開を計画している。（「新型人工内耳により高齢
者難聴を克服し、自立した健康生活を創生する」
が国立研究開発法人日本医療研究開発機構公募事
業「産学連携イノベーション創出プログラム」に
採択。２０１５．９）その地域の特性を活用した
アイディアを生活者からまた広く分野横断的に募
れば将来産業につながるシーズの誕生が期待され
る。都市の再生・発展に向けたプロジェクトや事
業は１都市に限定せず広域を（例えば全県を）対
象とした共同企画が大きな成果につながることが
ある。有用性が確認できた事項は他府県と相互に
共有、支援に発展させるのが良い。（図表２０） 

 
 
 
 
 

 



   

【図表１９】 
 

 
【図表２０】 

 
９．まとめ  
 
望ましい健康の理念とその創生に向けた理論の

構築に始まり、現状と課題に基づいてそれらの実
現に向けた企画・立案へと進めた。ようやく実践
への第一歩のところであるが、ここに至った経過
を振り返るとスタート時に立った視点と作業が幸
いしたと考えている。 
「現在、私（個人）、物（物質）」から「将来、

みなさん（他者）、こころ」を視点の軸にしたこと、
そして一つ一つの課題に対する検討ではなく、先
に到達像として主体である人々が望む姿を明確に
して作業を始めたことだと思う。さらに到達像に

向けた具体化策作成ではいろいろな分野、立場の
方々から知財やご意見を賜わりながら到達像達成
に必要とする事項として考えられるすべてを列記
することとしたことなどである。 
スタートから８年余り経ち、ようやく一部なが

ら実践の途についた。今後はさらに住民、産、学、
行政等が一体となった協働により推進できればと
思う。 
これから先に多くの課題があり難題も生じよう

が、仮にこの構想が進展するならばそれは単にわ
が国の健康創生にとどまらず、現在そして将来に
直面する様々な領域の重要課題に対して、さらに
健康に関してアジアをはじめとする国際貢献にお
いて本構想が何らかの参考になることを願ってい
る。 

 
※ １ Ｉ Ｃ Ｔとは Information and Communication 
Technology、情報・通信に関する技術の総称。 
 
 
 
 
 
 
 




