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水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 鈴木（康）君、都築君

・点 鐘 田辺会長
・ソング それでこそロータリー 四つのテスト
・ロータリーの目的唱和 加藤職業奉仕委員
・３分間スピーチ
・卓 話 木川一男会員
【会長報告】
台湾のコロナ対策は３Ｆ：Ｆａｓｔ、
Ｆａ
ｉｒ、
Ｆｕｎで成
功したとの事。当クラブもスローガン
「自己管理で感
染予防」
で、楽しく意義ある例会が続けられるようご
協力をお願いします。入会候補者に異議がありませ
んでしたので１月に入会式を行います。財団海外派
遣学生募集の件は大﨑地区財団委員、矢島（巌）委員長
よろしくお願いします。２０２１年ＲＩ国際大会：台北、
参加希望の方は神田（康）国際奉仕委員長まで。川越、
入間ＲＣでは多くのメンバーが参加予定だそうです。
「人の心に光を灯す」彼女の生家は代々の農家。物
心つく前に母を亡くしたが寂しくはなかった。父に
可愛がられて育ったからである。父は働き者で３ｈａ
の水田、
２ｈａの畑を耕し、村のためにも尽くした。
行事や共同作業には骨身を惜しまず、事があるとま
とめ役に走り回った。そんな父を彼女は尊敬してい
た。父娘二人の暮らしは温かさに満ちていた。彼女が
高校３年の時、
悲劇が起こる。父の運転するトラクタ
ーに居眠り運転のトレーラーが衝突。彼女が病院に
駆け付けると父は苦しい息の下から途切れ途切れに
言った。
「これからはお前一人になる。
すまんなぁ。い
いか、これからはお蔭様お蔭様と心で唱えて生きて
いけ。そうすると必ず皆が助けてくれる。お蔭様をお
守りにして生きていけ」。
それが最期だった。父から
貰ったお蔭様のお守りは彼女を裏切らなかった。親
切にしてくれる村人にはいつも「お蔭様」
と心の中で
手を合わせた。彼女のそんな姿に村人はどこまでも
優しく、その優しさが彼女を支えた。父の言葉が彼女
の心に光を灯し、その光が村人の心の光となり、さら
に照り返して彼女の生きる力になったのだ。
作家・高見順は晩年、食道がんの手術をして病床に
あった。ふと窓外を見ると風雨の中、少年が新聞を配
達している。
その姿に胸を揺さぶられ一片の詩を書く。

「なにかおれも配達しているつもりで／今日まで生
きてきたのだが／人々の心になにかを配達するのが
おれの仕事なのだが／この少年のようにひたむきに
／おれはなにを配達しているだろうか」。ひたむきな
新聞少年の姿が晩年の作家魂に光を灯した。心に光
を灯された体験は誰にもあるのではないか。人の心
に光を灯す。
それは自分の心に光を灯す事でもある。
ロータリアンとしてそういう生き方をしたいものです。
【幹事報告】
１２／２第７回理事会。
来月クラブ協議会。
欠席の場合
代理人名をご提出下さい。Ｘマス家族会については
坂本（淳）委員長よりご説明があります。本庄南ＲＣは
２５７０パスポートＲＣに名称変更。
地域は本庄地区お
よび周辺、全世界という形で承認されたようです。
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
中里（忠）君
馬場正春会員より米山功労者マルチプル
（２回目）
の特別寄付を頂きました
（拍手）
。
◎親睦活動委員会
坂本（淳）君
Ｘマス家族会も４名様テーブルに飛沫防止パネル、
空調と扉開放による換気を行います。お食事を堪能
される事を目的とし移動は控えて頂きます。安心し
てご参加頂けますようご家族様にもお伝え下さい。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 鈴木（勝）出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
地区大会振替の為
休会。修正なし。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・木川先生、卓話有難うございます。よろしくお願
い致します。
田辺君
・入会記念有難うございました。
吉島君
・遅くなりました。
本間君
・早退します。
佐々木君

本日計７，
０００円、累計額５５４，
０００円。
◎２日例会当番は吉田（健）、矢島（巌）会員です。
【卓
話】
講師紹介
伊澤プログラム委員長
Ｓ３２年、
中央大学第一経済学部卒業。
現在、
中央大
学商議員、はんのう市民環境会議顧問、飯能グリーン
ＣＣ名誉理事長。
Ｈ２年、
ＲＣ入会。
Ｈ２１年、
第４６代飯
能ＲＣ会長就任。
２０１７－１８年度ＲＩ第２５７０地区第３
グループガバナー補佐。飯能靖和病院、飯能整形外科
病院、飯能老年病センター、フェリーチェ・レディース・クリニック
吉祥寺、
４か所の医療機関の靖和会グループ会長。
社
会福祉法人特別養護老人ホームつつじの園（狭山市）
会長。

飯能市立病院の歴史と
県内自治体病院の状況について
飯能ＲＣ

木川一男会員

私共の医療法人が飯能市東吾野医療介護センター
（旧飯能市立病院）
の指定管理者として経営に携わり
１０年が経過しました。飯能市立病院が設置されて
７０年です。
Ｓ２３年５月、
飯能町に編入前の東吾野村
が建坪８８坪、病室７室の国民健康保険組合診療所を
開設。
現在地とは少し外れた場所で、建築費は２９８
万円
（現在の貨幣価値で約３千万円）
。
当時、
西武鉄道
の終着駅は吾野駅
（正丸トンネルが開通して秩父まで
延長されたのはＳ４４年）
。東吾野村は無医村で、
飯能
町から１０キロ奥の山間地で生活する村民にとって
悲願の医療施設でした。
しかし１年も経たず翌年３月
に焼失。
驚くのは、
すぐ再建に取り掛かり、
同年８月に
建物が完成、Ｓ２５年４月には一般床１０床、
結核病床
１０床、
計２０床の村立東吾野病院が再スタートしま
す。当時の村長、
第１６代・大野光三氏は新井景三会員
のお父様。
坪数約１５０、
旧診療所の約１．
７倍。
診療科目
は内科・外科・婦人科。地域医療の核として住民の健
康管理にあたる事になりました。県内の自治体では
初の病院開設で、大きな話題にもなりました。火災後
は地元民に調査を行い、再建希望者が大多数だった
事から進められました。地元の林業家、篤志家から
材木の提供や多額の寄付があったとの事です。当時
東吾野村は４９４世帯２８１６人。病院の開設・維持には
多額の費用を要し、医師の招聘、看護師等の確保も容
易ではありません。国・県の補助金があったとしても
村単独での開設には相当な覚悟で臨んだものと思わ
れます。吾野村には長嶋病院がありましたが、入院
出来る医療施設が出来た事は周辺住民にも安心感を
与えたのではないでしょうか。
同年、
朝鮮戦争が勃発。
戦争特需は敗戦からの復興の大きなきっかけとなっ
たと言われます。私は飯能高校に在籍しながら講道
館に入門。
高校生で２段に昇段した、県内２人のうち
の１人でした。現在は柔道６段です。
政治も落ち着き始め、
国策として市町村合併が進み
Ｓ２９年、飯能町は飯能市となり、
Ｓ３１年、吾野村・東吾
野村・原市場村が編入。飯能市立東吾野病院と改名さ
れた病院経営も相変わらず厳しかったと聞きます。
３３年を経て老朽化等が進み、Ｓ５８年、
現在の場所
に一般病床５０床の飯能市立病院が移転、
新築されま
す。病床数の大幅増、市街地への建設等の案があった
ようですが検討を重ね、
現在の場所に決まったそうで
す。県からは病院経営の難しさ、市の財政への悪影響
を再三指摘されたと聞きます。医師の確保等、厳しい
状況は続きましたが、
医療過疎の状況は大きく改善。
車社会の進展により道路も整備され、埼玉医科大学
病院、防衛医科大学病院、石心会病院、青梅市立総合
病院、国際医療センター等、周辺の医療環境が時代と
共に変わっていきました。市が両吾野で行った個別
訪問調査では多くの住民がこれらの病院や専門性を
標榜する市外の病院を利用しているとの回答があっ
たようです。病院を選択出来る環境となり、医療過疎
という意識は薄くなってきたと思われます。
こうした調査・分析を基に、
山間地域で必要とされ
る医療の確保と多額の赤字補填の削減が有識者会議

で検討され医療と介護を合わ
せた複合施設の民間委託とい
う改革プランがまとまります。
２９床の介護老人保健施設と
１９床の入院施設を備えた診
療所を併用する、県内では画
期的な複合施設で、１階で診
療を受けそのまま２階に入院
出来るという利便性が評判と
なったようです。市直営でな
くなる事や病院の廃止が盛り
職員や地
込まれた事で、当初、
元から一部反発があったようですが、説明の機会を
重ねた事で理解を得られる状況に変わっていったと
の事です。私共も初めての経験となる、指定管理者と
いう立場での経営も１０年経ち、
今では地元住民から
定期的に慰問ボランティアの支援も頂き、稼働率も
高く、地域に定着した状況です。市の指定管理者制度
事業の評価も、収支、利用者サービス等４項目の総合
で最高の
「Ｓ」
評価を６年連続で頂いております。
数年前の経済誌、新聞記事によると、
Ｈ２９年度、
全
国９２５施設のうち約９割が医業損益で赤字、
運営経費
に売上が追い付いていない状況でした。放置すると
経営が成り立たなくなるため、市は税金を投入、経営
損益は約４割が黒字、他は赤字額が縮小された決算
となります。
埼玉の県立病院４か所で約１４０億円。
市
立病院では秩父市２億円超、
東松山市約４億円、
所沢
市４億円超の赤字額が示されていました。
医療の市場は毎年国が決める診療報酬で料金が決
まります。一般的な市場では各事業者が価格を設定
し利益を求めていく市場原理に基づいた経営がなさ
れますが、医療においては、
決められた料金の下で収
入を確保し経営的経費とのバランスを取りながら経
営を行います。民間はどこもこの単純な方式の上で
経営努力をしているわけですが、同じ条件下の自治
体病院は９割が赤字で税金による補填が続くという
事は、公立という立場上の目的、制約があるにしても
経営上の問題点があるのではないでしょうか。
１２年程前、
国が公立病院改革ガイドラインを示し
各自治体に経営形態の見直し、効率化を要請してい
た時がありました。自治体病院の深刻な状況はマス
コミにも取り上げられ、県内自治体でも検討委員会
等を立ち上げ、組織の再編、指定管理者制度の導入等
の検討を行ったようです。しかし、問題の本質的な
部分に着目し、具体化したのは飯能市だけでした。
他の自治体は住民感情、利害対立等、
地域医療を取り
巻く要因が複雑に絡み合い、抜本的改革には至らな
かったようです。
今回、国が改めて新公立病院改革ガイドラインを
作成し各自治体に改革を要請した事は、前回の要請
から１０年以上経った今でも、改革に向けた取り組み
が進んでいない事を裏付けるものだと思います。飯
能市立病院もＳ５８年からＨ２１年まで、毎年約２億円
の赤字補填が行われてきました。病院の規模からす
れば大きな額で、市議会でも度々取り上げられ、
２７
年間の総額は５４億円だったと報告されています。
この長年の懸案であった市立病院の改革に強い指
導力をもって取り組まれたのが当時の沢辺市長です。
改革に向けて庁内組織を編成、有識者会議は実情を
知る人達で構成する等の体制を整え、問題点を抽出
し、住民の意識調査を行い、求められる医療等につい
て協議を重ねられたそうです。市の将来のため、財政
の健全化に功績を残された事に改めて敬意を表した
いと思います。この改革の状況を国が公表した事に
より、飯能市には熊本や鳥取から市議会が視察に訪
れています。ここに至るまでの最も大きな課題は委
託出来る事業者を確保する事だったと伺いました。
交渉先からは立地条件の悪さと周辺の医療環境から
見て病院の必要性の薄さを必ず言われたそうです。
私共にお話が来た時も、内部には受託に否定的な意
見も多くありましたが、市の改革への熱意に動かさ
れた事と、この地で医業を営む者として地域への貢
献を意識した事が、指定管理者受託に至った経緯で
ある事を申し上げ、本日の卓話と致します。

