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第 3 章　基本施策の推進

基本目標 1　生涯にわたる健康づくりを進めます

基本目標 2　安心して暮らせる医療体制づくりを進めます

基本目標 3　安全で快適な生活環境づくりを進めます
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第3章　基本施策の推進　

　第2章での本市における保健医療の現状を踏まえ、第3章では基本理念に基づき、3つの基本

目標を定め、本市の保健医療施策の現状と課題を整理し、今後の方向性を定めます。

基本目標 1　生涯にわたる健康づくりを進めます

いつまでも健康で生き生きと暮らすためには、市民一人ひとりが、主体的に健康づくりに取り

組むとともに、市民の健康づくりを支援するための環境を整備することが重要です。そのため、

市民のライフステージに応じて4つの基本施策を掲げ、事業に取り組んでいきます。

生涯にわたる健康づくり
を進めます

1．妊娠・出産に関する支援
　生命の尊さを伝え、自らを大切にする心を育める
よう支援し、母子の健康を社会的・精神的側面から
支えていきます。

2．子どものすこやかな成長への支援
　乳幼児期における病気や障害等を早期に発見し、
適切な支援を行います。
　また、保護者の育児不安の軽減に努め、安心して
育児に取り組めるよう支援します。

3．世代を通じた健康づくりの支援
　生活習慣病＊を予防するための健康づくりをはじ
め、市民一人ひとりが積極的に健康の保持、増進が
行えるよう支援します。
　認知症の予防と早期発見、早期対応、支援体制の
整備に取り組みます。

4．専門的保健活動による支援
　市民が感染症についての正しい知識を持ち、適切
な対応が図れるよう支援するとともに、感染拡大防
止に努めます。
　こころの健康づくり等の正しい知識の普及啓発を
図るとともに、精神保健に関する相談・在宅療養支
援体制を推進します。
　難病患者の QOL＊の向上を目指し、日常生活の支
援により難病患者の自立と社会参加を促進します。
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基本施策 1　妊娠・出産に関する支援

　【	現状と課題	】

ライフスタイルの変化や晩婚化により、子どもを望む夫婦の7組に1組が不妊症と言われ

ており、不妊治療を受ける夫婦が多くなっています。その対策として、早期からの正しい知

識の普及・啓発が必要ですが、現状では十分といえない状況です。

大津市における周産期死亡率と新生児死亡率は、ともに減少傾向にありますが、事前の妊

娠リスクスコア＊の周知により母体・新生児緊急搬送を減少させる可能性があるため、母子

健康手帳交付時に妊娠リスクスコア自己評価表の活用を啓発しています。また、周産期に保

健所と医療機関とが連携する「ハイリスク妊産婦・新生児連絡制度」があります。これにより、

妊娠中から出産・産褥を通して継続的なケアを行うと共に、児童虐待の防止を図っています。

　【	今後の方向性	】

●　安心して子どもを産むことができる環境づくりに取り組みます。

　主要な取組　

取組　№1 妊婦健診事業の推進

内　　容

母子健康手帳と同時に母子健康手帳別冊を市内各すこやか相談所や一部の支
所で交付しています。
別冊には妊娠期から出産期にかけての相談機関などの情報とともに、県内委
託医療機関で利用する妊婦健康診査基本受診券を14枚、検査受診券7種類10
枚を綴じ込み、妊娠期の健康管理を支援しています。
市内各すこやか相談所における母子手帳交付時において、妊婦への相談や保
健指導を行っています。また、妊娠リスクスコア自己評価表の活用を促し、妊娠・
出産に伴うリスクについて啓発しています。

現　　状

【平成24年度実績】
●妊婦健康診査受診券の利用率：79.2％
●すこやか相談所での交付（保健師による母子手帳交付）の割合：	89.1％
●妊娠リスクスコア自己評価表（初期A）活用した人の割合：53.3％

目　　標
●妊婦健康診査受診券の利用率：100％
●すこやか相談所での交付（保健師による母子手帳交付）の割合：	99％
●妊娠リスクスコア自己評価表（初期A）活用した人の割合：60％

所　　管 健康推進課
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取組　№2 不妊治療費助成事業の充実

内　　容

不妊に悩む人への対策として、一般不妊治療、特定不妊治療への助成を行っ
ているほか、助産師による不妊相談を行います。また、不妊症や不妊治療につ
いて啓発します。

【一般不妊治療助成】（保険診療の範囲内、人工授精）
1年に1回申請で、通算24か月間、年間自己負担額の1/2で5万円を限度と
して助成を行っています。

【特定不妊治療助成】（体外受精・顕微授精）
初年度は3回、2年度目以降は2回を限度に、通算5年度、10回まで助成し
ます。1回の治療につき7万5千円又は15万円（治療法による）を限度として助
成を行っています。

【助産師による不妊・不育症相談】（カウンセリング）
2か月に1回実施します。不妊治療に関する適切な情報の提供を行い、また
不妊に関する様々な悩みを相談することで精神的ストレスの緩和を図ります。

現　　状

【平成24年度実績】
●一般不妊治療費助成件数：310件
●特定不妊治療費助成件数：479件
●不妊・不育症相談件数：16件（来所・電話・メール）
●啓発リーフレットの作成・配布：12,000人

目　　標

不妊治療助成制度の周知と相談の充実を図ります。
●一般不妊治療費助成件数：340件
●特定不妊治療費助成件数：500件
●不妊・不育症相談件数：18件

所　　管 健康推進課

取組　№3 不育症治療費助成事業の充実

内　　容

不育症に悩む人への対策として、不育症治療費助成事業を行っています。
【不育症治療費助成】
1年度につき、①検査費と治療費の医療保険適用分の本人負担額の2分の1
で上限5万円、②検査費の保険適用外分の本人負担額の全額で上限10万円の助
成を行っています。

現　　状 平成25年度より実施

目　　標 ●不育症治療費助成件数：20件

所　　管 健康推進課
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取組　№4 母性保健事業の充実

内　　容

【母親学級－妊婦のつどい－】
妊娠期において、母親となる女性が、疑問と不安の共有や解消を通して自分
の妊娠、分娩・育児をポジティブにとらえ、主体的に取り組めるようになるこ
とを目指し実施しています。また、妊婦同士の交流や仲間作りの機会の提供に
もなっています。

【両親学級－はじめてのパパママ教室－】
父親となる男性が、妊娠から出産に至る母体の心身の変化等を理解し、体験
学習を通じて自身の育児に関するイメージを豊かにし、主体的に育児に参加で
きるようになることを目指し実施しています。

【性に関する健康教育】
性についての正しい知識をもち、行動できるよう、中学生や高校生などに対
して啓発していきます。

現　　状

【平成24年度実績】
●母親学級において
仲間作りに役立ったと評価する妊婦の割合：83.9％
●両親学級において
父親になることについてイメージできたと評価する参加者の割合：78.6％
●性に関する健康教育実施回数：3回

目　　標

●母親学級において
仲間作りに役立ったと評価する妊婦の割合：100％
●両親学級において
父親になることについてイメージできたと評価する参加者の割合：90％
●性に関する健康教育実施回数：7回

所　　管 健康推進課

取組　№5 多胎児家庭育児支援事業の推進

内　　容

不妊治療の増加とともに、多胎出産も増加しています。
多胎児育児は、身体的及び精神的負担も大きいため、多胎児を養育している
家庭に対し、ホームヘルパー等を派遣し、家事、育児に関する支援を行い、身
体的及び精神的負担の軽減を図ります。

現　　状
【平成24年度実績】　
多胎児家庭育児支援事業の対象者：159世帯
申請者：74世帯（46.5％）　利用者：47世帯（29.6%）

目　　標
多胎児家庭が安心して子育てできるよう支援に取り組みます。
●多胎児家庭育児支援事業の申請者の割合：60%
●多胎児家庭育児支援事業の利用者の割合：50%

所　　管 健康推進課
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基本施策 2　子どものすこやかな成長への支援

　【	現状と課題	】

少子化や核家族の進行で子育ての孤立化が進む中、社会全体で子育て支援をしていくこと

が求められています。

新生児訪問は、申込者全員に実施していますが、実施率は約7割であり、新生児訪問の利

用啓発が必要です。

乳幼児健診事業は、子どもの健康と成長発達の支援のために、4か月、10か月、1歳9か月、

2歳6か月、3歳6か月の時期に実施し、障害の早期発見、早期対応や育児不安をもつ母親支

援を通じた虐待予防の役割も担っています。また、受診率を向上させるため、未受診者への

受診勧奨なども行っています。

障害児、発達障害児、要発達支援児への対応では、早期発見・早期対応を図っていますが、

療育施設の定員が少ないため、必要な方が早期療育を受けることができていません。今後、

療育事業の充実が望まれます。

さらに、3歳6か月児健診以降に保育園や幼稚園などの集団に入ってから支援の必要性が

把握される発達障害児については、現在、相談窓口が一元化されていないため、関係各機関

での対応となっています。これらの子どもへの相談と支援の窓口を一元化して、乳幼児から

の相談や支援が就学後の支援に引き継がれていくように、子どもの発達に関する拠点施設を

開設し、専門的かつ継続的な支援体制を整備します。

また、子どもたちが適切な医療を受けられるように、保護者の経済的負担の軽減を図るた

めの医療費給付等を行っています。

　【	今後の方向性	】

●　新生児訪問の実施率を向上させ、産後うつ対策につなげます。

●	　発達障害児を早期に発見し早期に対応し、必要な支援につなげ、就学後も一貫して相談

できるシステムをつくります。
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　主要な取組　

取組　№1 新生児・乳児訪問事業の推進

内　　容

新生児がいる家庭を助産師、保健師などが訪問し、母子及び家族の心身の状
況や養育環境を把握し相談に応じています。また必要に応じて医療機関受診に
つなげるなど、支援を行います。
新生児訪問の申込のない生後4か月までの乳児のいる家庭に対しては、保育
士及び民生委員・児童委員による全戸訪問を実施し、育児相談や子育て支援に
関する情報提供を行うことにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育
成環境の確保を図ります。

現　　状

【平成24年度実績】　
●新生児訪問実施件数：2,079件
●新生児訪問実施率：69.8％
●乳児全戸訪問実施件数：719件
●乳児全戸訪問実施率：94.2％

目　　標
●新生児訪問実施率：75％
●乳児全戸訪問実施率：100％

所　　管 健康推進課、子育て総合支援センター

取組　№2 発達障害児･要発達支援児の早期発見から中学生まで一貫した相談支援の充実

内　　容 発達障害児･要発達支援児の早期発見から発達相談事業の充実を図ります。

現　　状

平成17年の発達障害者支援法の施行以降、障害児への早期発見・早期対応
に加え、発達障害をはじめ、支援を必要とする子どもへの早期発見、相談、療育、
保育事業に取り組んでいます。
子どもへの支援は、継続的に一貫した支援が望まれますが、関係各課が個別
に取り組む現状は、保護者にとっても窓口が複数となり分かりにくく、また年
齢によって支援担当部署が替わる状況であることから、子どもの発達に関する
相談と支援の一元化を図るとともに、継続的な支援体制の整備を図るため、「子
どもの発達に関する拠点施設」の開設に向け、関係各課で検討を行っています。

目　　標

●	就学前に、発達障害児・要発達支援児の早期発見を行い、適切な時期に、療
育や発達支援療育の利用や診断に結びつけます。
●	就学にあたり、保護者が安心して学校生活に見通しが持てるよう、各学校と
連携を図ります。
●	学齢期の発達障害児に対して、各学校との連携により、適切な処遇と支援計
画が立てられるよう援助し、二次障害の予防と早期支援を行います。

所　　管 健康推進課、福祉政策課、障害福祉課、保育課、学校教育課
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取組　№3 小児慢性特定疾患治療費助成事業の実施

内　　容
国の定める小児慢性特定疾患に罹患している者が治療を受ける場合、医療費
の自己負担分（一部又は全額）の給付を行います。

現　　状
【平成24年度実績】
●	小児慢性特定疾患給付実人員：348人

目　　標
●	今後も現行制度を維持し、小児慢性特定疾患治療が必要な患児に医療を給付
します。

所　　管 健康推進課

取組　№4 未熟児養育医療費給付事業の実施

内　　容

未熟児で出生した子どもはその生命の維持に高度な医療を必要とし、様々な
合併症により心身の障害が発生しやすい状況にあります。このため、生後速や
かに適切な高度医療を提供することで新生児及び乳児死亡及び疾病の重症化防
止並びに心身の障害の予防が必要です。
満1歳未満の未熟児で指定養育医療機関の医師が養育医療を必要と認めた者
に対して、厚生労働大臣が指定する病院・診療所又は薬局において養育医療の
給付を行っています。

現　　状
【平成24年度実績】
●養育医療給付実人数：68人

目　　標
●	保護者の費用負担の軽減を図ることにより、養育医療が必要な未熟児に医療
を給付します。

所　　管 健康推進課
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取組　№5 乳幼児健診事業の推進

内　　容

乳幼児の心身の健康の保持増進と健やかな成長発達を支援するために、乳幼
児期に一貫した健診を実施するとともに、保護者に対し育児についての相談・
助言を行っています。
4か月児健診については登録医療機関において実施し、10か月児健診・1歳
9か月児健診・2歳6か月児健診・3歳6か月児健診は集団健診にて実施してい
ます。なお、集団健診にあわせて、赤ちゃん相談会も実施しています。
受診結果に応じて、医療機関への紹介、経過観察（再診・訪問・次の健診等）
を行い、疾病や障害及び養育困難を早期に発見し、迅速に支援を開始すること
で、療育事業や発達支援療育事業等の適切なサービス利用につなげ、子どもの
発達を保障するとともに、保護者の育児不安や養育困難の軽減を図り、児童虐
待予防を図ります。

現　　状

【平成24年度実績】
●受診率　 （％）
4か月児健診 97.8
10か月児健診 96.9
1歳9か月児健診 91.6
2歳6か月児健診 89.6
3歳6か月児健診 89.9

目　　標 ●受診率：100％

所　　管 健康推進課
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基本施策 3　世代を通じた健康づくりの支援

　【	現状と課題	】

平成25年に策定した市民の健康増進計画「健康おおつ21（第2次計画）」に基づき、世代を

通じた健康づくりの取組を推進しています。この中で、生活習慣及び社会環境の改善など4

つの具体的な目標を定め、健康寿命＊の延伸を図ることとしています。

平成23年人口動態調査による死因別死亡割合でみると、全国ではがん、心臓病、脳血管

疾患が死因の54%を占めています。県においては、がん等の悪性新生物＊（28.8％）、心疾患

（16.9％）、脳血管疾患（9.2％）であり、死因の54.9％を占めており、本市においても同様に

これらの三大疾患が死因の54.5％を占めています。

　また、がんは、昭和56年からわが国の死亡原因の第1位であり、がん死亡の減少は大き

な課題です。

【平成23年　性・主要死因別年齢調整死亡率（全年齢）（人口10万対）】

区　　　　　分
年齢調整死亡率（滋賀県）

（人口10万対）
年齢調整死亡率（全国）

（人口10万対）

総数 男 女 総数 男 女

全死因 371.7 489.9 276.6 401.4 547.6 286.4

悪性新生物 121.0 168.2 85.6 129.5 179.4 91.8

　胃 17.9 27.5 10.7 17.6 27.4 9.9

　結腸 9.8 11.4 8.4 10.6 13.0 8.7

　直腸S状結腸移行部及び直腸 4.1 5.7 2.6 5.7 8.5 3.4

　肝及び肝内胆管の悪性新生物 10.2 16.8 4.9 11.4 18.0 6.0

　気管、気管支及び肺 24.2 41.1 11.2 24.6 41.7 11.4 

　乳房 5.0 0.0 9.6 6.3 0.1 12.1

　子宮（女） － － 4.3 － － 5.4

　前立腺 － 8.1 － － 7.8 －
資料：平成24年度版滋賀県健康づくり支援資料集

こうした状況から、がん予防をはじめ、生活習慣病＊の予防対策が必要であり、がんの早

期発見のための検診受診率の向上を図る一方で、がんのリスクを減らすための対策として、

食生活や喫煙等の生活習慣の改善、運動の促進への取組などを進めています。

がん検診においては、胃がん、子宮頸がん、乳がん、大腸がん、肺がん検診を実施してい

ますが、特に胃がん検診の受診率が低いことから、平成24年10月から胃がんリスク検診（胃

の健康度検査）を実施し、検診結果により胃がん検診（胃バリウム検査）または精密検査（胃内

視鏡検査）の受診につながるよう努めています。

大津市民病院では、質の高い医療サービスの提供とともに、幅広く市民の健康づくりを支

援する病院として、その体制を整備しています。

また、市民スポーツ課では、「ウォーキング日本一のまちづくり」を目標に掲げて、運動面

からの健康づくりを積極的に進めています。
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一方、長寿社会を迎え、本市においても老年人口の占める割合が増加しており、急速に高

齢化が進んでいます。「健康おおつ21（第2次計画）」では、介護予防のための健康管理を行い、

社会参加の促進などにより、個々の高齢者の特性に応じてQOL＊の向上を目指した取組を進

めていくとしています。

こうした取組は、高齢者の健康・予防・介護施策をまとめた「おおつゴールドプラン

2012」計画とも連動させる中で、介護予防や認知症対策を推進します。

さらには、食を通じた健康づくりとして、「大津市食育推進計画」の下に、健康、環境、伝

統をつなぐ食育の推進を目標に掲げ、食生活と疾病予防や食の安全、伝統的な行事や作法と

結びついた食文化の伝承を総合的に進めるための取組を行っています。

今後とも、これらの関連計画との整合を図りながら、市民の健康を支える取組を一層充実

させていく必要があります。

　【	今後の方向性	】

●　生活習慣病予防のための健康づくりを進めます。

●　がんの早期発見のための検診受診率向上に努めます。

●　受動喫煙防止対策と禁煙支援を行います。

●　食を通じた健康づくりを進めるための食育推進に取り組みます。

●　歯科保健の推進を図ります。

●　介護予防のための健康づくりを推進します。

●　認知症対策の推進を図ります。

●　ウォーキングなどの運動を取り入れた健康づくりを進めます。
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　主要な取組　

取組　№1 健康おおつ21の推進

内　　容

平成14年に市の健康増進計画である「健康おおつ21」を策定し総合的な健康
づくりに取組んできました。その最終評価と新たな健康課題や社会情勢などを
踏まえ、平成25年度からの第2次計画を策定し、市民の健康づくりの具体的な
目標を掲げ、平成34年度を目標年度としています。

【基本理念】
「みんなで取り組む、生き生きと笑顔で暮らせる、健康なまちづくり」

【計画の目標】
基本理念の実現を目指し、健康寿命＊の延伸を図るため、次の4つの目標を
定めています。
1．	生活習慣及び社会環境の改善（施策分野：栄養・食生活、身体活動・運動、休養、
飲酒、喫煙、歯・口腔の健康）

2．	主要な生活習慣病＊の発症予防と重症化予防（施策分野：がん、循環器疾患、
糖尿病、ＣＯＰＤ＊）

3．	社会生活を営むために必要な機能の維持・向上（施策分野：こころの健康、
次世代の健康、高齢者の健康）

4．	健康を支え、守るための社会環境の整備（施策分野：民間事業者・団体との
連携）
計画の推進にあたっては、定期的に施策・事業の進捗管理を行うとともに、
各種事業の推進を図るため、大津市健康おおつ21（第2次計画）推進会議を開
催し、計画全体の評価、管理と事業推進のための協議を行います。

現　　状

平成23年度に実施した先の計画の最終評価では、「目標達成」と「改善」の割
合を合せると61%になり、一定取組が進んでいるとされています。また、その
中で市民へのさらなる意識啓発、関係機関とのネットワークの構築、社会情勢
を把握した適正な目標設定が事業推進に向けての課題とされ、第2次計画の策
定に反映しています。

目　　標

●健康寿命の延伸（平均寿命と健康寿命との差の縮小）を目指します。
＊平成22年　男性　　1.75年　　女性　3.76年
＜平均寿命　　男性　80.44年　　女性　87.24年＞
＜健康寿命　　男性　78.69年　　女性　83.48年＞
健康な状態を、日常生活動作が自立していることと規定し、介護保険の要介
護度の要介護2～ 5を不健康（要介護）な状態として算定。

所　　管 保健総務課

健康おおつ21　シンボルマーク
おおつ　げんき丸
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取組　№2 がん検診の充実

内　　容

胃がん・子宮頸がん・乳がん・大腸がん・肺がんの5つのがん検診を実施し
ています。また、精密検査の結果、がんと診断された者についての状況調査、
要精密検査対象者への受診勧奨、がん発見率や陽性率等の検討など、検診に対
する精度管理を実施しています。

現　　状
●がん検診受診率	 （平成24年度）

胃がん 子宮頸がん 乳がん 大腸がん 肺がん
1.7％ 19.5％ 13.4％ 17.0％ 12.3％

目　　標

がん検診の広報・啓発に積極的に取り組み、受診率向上に努めるほか複数の
がん検診が同時に受診できるセット検診の実施など、受診者の利便性向上に向
けて取り組んでいきます。
●がん検診受診率（平成28年度）

胃がん 子宮頸がん 乳がん 大腸がん 肺がん
3％ 24％ 19％ 17％ 18％

所　　管 健康推進課

【平成25年度　がん検診】

種類 対象者 実施場所 自己負担額 検診内容 受診方法

肺 が ん
検 診

40歳以上の
市民

登録医療機関 胸部エックス
線検査
500円
喀痰検査
1,000円

胸部エックス
線検査
喀痰検査

通年実施
直接登録医療
機関へ

大腸がん�
検 診

40歳以上の
市民

登録医療機関 600円 免疫便潜血検
査2日法

通年実施
直接登録医療
機関へ

胃 が ん
検 診

40歳以上の
市民

検診車により各学区
市民センター等での
集団検診

1,000円 バリウムを用
いたエックス
線撮影

6月～3月
総合保健セン
ターへ電話予
約を

子 宮 頸
が ん�
検 診

20歳以上の
市民を対象
に、2年度に
1回

登録医療機関 1,000円 細胞診、内診
視診

通年実施
直接登録医療
機関へ

乳 が ん
検 診

40歳以上の
市民を対象
に、2年度に
1回

【医療機関】
大津赤十字志賀病院
琵琶湖大橋病院
大津赤十字病院
大津市民病院
社会保険滋賀病院
近江草津徳洲会病院
草津総合病院

【医療機関】
40歳代
1,800円
50歳以上
1,300円

視触診・マン
モグラフィ併
用法

通年実施
総合保健セン
ターへ電話予
約を

【集団検診】
和邇市民センター
滋賀市民センター
膳所市民センター
大石市民センター
瀬田東市民センター

【集団検診】
40歳代
1,500円
50歳以上
1,200円

※自己負担額：�70歳以上の方、生活保護世帯又は市民税非課税世帯の方は無料。�
大津市国民健康保険加入者は、大津市国民健康保険が助成を行うので無料。
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取組　№3 健康増進事業の推進

内　　容
地域の健康づくりリーダーである健康推進員を養成するため講座を開設（10
か月間10講座）、及び健康推進員の資質向上のため会員・専門研修を年5回開
催しています。

現　　状

【平成24年度実績】
●養成講座の新規修了者数：39人
●研修受講者数：173人
●健康推進員登録者数：	557人	（H25年4月現在）

目　　標
健康推進員登録者数の増加を目指します。
●養成講座の新規修了者数：45人
●研修受講者数：180人

所　　管 健康推進課

取組　№4 食育推進計画の推進

内　　容

本市においては、平成20年4月に策定した「大津市食育推進計画」が、平成
23年度で終了しました。この間の取組により、一定の成果が見られ、市民全体
の「食」への意識が高まりつつあることがうかがえる一方で、食育の重要性や意
義が広く浸透するという状況には至りませんでした。
こうした状況を踏まえ、引き続き食育を推進するために、平成24年度から
平成28年度までの5年間を期間とする「第2次大津市食育推進計画」を策定しま
した。
市民一人ひとりが食育を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を身
につけ、健全な食生活を実践できるよう、さらなる食育の推進を図っていきま
す。

現　　状
【食育関連事業数の実績及び目標値】（第2次大津市食育推進計画）
基準値（平成23年度） 平成24年度実績 目標値（平成28年度）

428件／年 420件／年 438件／年

目　　標 ●食育関連事業数：438件（平成28年度）

所　　管 保健総務課

大津市食育推進キャラクター
“おぜんちゃん”
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取組　№5 歯周疾患検診の推進

内　　容

人が歯を失う大きな原因は、う蝕と歯周病です。
市民が定期的に歯科検診を受けることは歯周病の予防や歯を失うことを防止
していく上で重要であることから、口腔の健康管理を進めるために、定期歯科
検診の受診のきっかけづくりとして、妊婦・35歳・40歳・45歳を対象に歯周
疾患検診を実施しています。

現　　状
【平成24年度実績】
●受診者数：852人
●受診率：4.9％

目　　標
事業の周知に努め、受診率の向上を図ります。
●受診率：5.2％

所　　管 健康推進課

取組　№6 介護予防施策の推進

内　　容

高齢者が、要介護状態にならずにできる限り住み慣れた地域で自立した生活
が送れるよう、生活機能に関する基本チェックリストを用いて、生活機能が低
下している高齢者の早期把握に努めるとともに、高齢者の身近な地域で介護予
防についての意識啓発や運動実践等の普及を進めています。
また、あんしん長寿相談所（地域包括支援センター）を中心に、心身の状態に
応じて訪問や通所サービスの適切な提供につなげています。

現　　状

【平成24年度実績】
●基本チェックリスト郵送者：57,748人
●基本チェックリスト返送者：	36,716人
●一次予防事業（運動実践教室・健康教育等）参加者：6,884人
●二次予防事業（通所型・訪問型介護予防事業）参加者：199人

目　　標

介護予防について、市民が理解を深め、介護予防に積極的に取り組めるよう
普及啓発に努めるとともに、介護予防事業の推進を図ります。
●一次予防事業参加者：7,000人
●二次予防事業参加者：500人

所　　管 健康長寿課
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取組　№7 認知症対策の推進

内　　容

【認知症の早期発見・早期治療に向けた体制の整備】
●	保健所やあんしん長寿相談所（地域包括支援センター）における相談業務を実
施するほか、認知症相談窓口協力事業所の設置を推進し、相談窓口の充実を
図ります。
●	認知症の診断・治療の相談窓口であるかかりつけ医＊と、認知症疾患医療セ
ンター＊との連携を推進するとともに、同センターと健康長寿課に認知症コー
ディネーターを配置し、地域における関係機関との連携をさらに進めます。

【認知症の方を地域で見守る体制の整備】
●	認知症サポーター養成講座を開催し、認知症を正しく理解し、認知症の方や
その家族を見守るサポーター（応援者）の増加を図ります。
　併せて「認知症の人と家族の会」との連携を進めます。
●	行方不明高齢者早期発見ダイヤル事業＊により、認知症等の行方不明高齢者
の早期発見に努めるとともに、地域において認知症高齢者を見守るための
ネットワークの構築を進めます。

現　　状

【平成24年度実績】
●認知症相談窓口協力事業所：83事業所
●認知症サポーター養成講座受講者累計：7,002人
●行方不明高齢者早期発見ダイヤル協力事業所：108事業所

目　　標
●	第5期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、認知症の理解の
推進や認知症相談体制の充実等、認知症に対する施策を着実に推進し、「認
知症になっても安心して生活できるまち」を目指します。

所　　管 健康長寿課、保健予防課

取組　№8 すこやか相談所業務の充実

内　　容
市内7か所に保健師を配置し、市民に身近なところで、相談や助言、直接支
援等の保健福祉サービスを提供しています。

現　　状

【平成24年度実績】
●健康相談：7,018人
●健康教育：423回
●地域づくり活動：174回
●家庭訪問：3,533人

目　　標

●健康相談：7,200人
●健康教育：450回
●地域づくり活動：188回
●家庭訪問：3,600人

所　　管 健康推進課
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基本施策 4　専門的保健活動による支援

　＜感染症対策＞　

　【	現状と課題	】

生活環境の改善や医療の進歩、予防接種の普及等により感染症による死亡者は著しく減少

しましたが、近年、交通手段の発達による世界規模での人・物の移動の活発化による感染拡

大の発生、社会福祉サービス等の利用者の増加に伴う集団感染の発生、耐性菌・耐性ウイル

スの出現等、環境の変化及び保健医療サービスの高度化により、感染症を取り巻く状況は大

きく様変わりしてきています。

また、近年、エイズ＊をはじめＳＡＲＳ＊等のこれまで知られなかった感染症（新興感染症）

が出現し、近い将来克服されると考えられてきた結核等の感染症（再興感染症）も、再び脅威

となってきています。

このように感染症を取り巻く状況は厳しさを増すとともに、課題も幅広くなってきている

ことから、市民が正しい知識を得られるよう情報提供していくことが大変重要になっており、

健康教育を進めるとともに、ワクチン接種など予防活動を推進することが求められています。

本市においては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、

種々の感染症に係る広報・啓発、感染症発生動向調査、感染症患者の人権の尊重に配慮した

感染症発生時の感染拡大防止対策（疫学調査・保健指導・接触者健康診断等）を行うことにより、

感染症の発生予防及びまん延防止に努めています。

また、社会福祉施設等における腸管出血性大腸菌感染症や感染性胃腸炎、結核の集団発生

もあり、関係機関と連携した対応が必要となってきています。

さらに、平成21年度の新型インフルエンザ（A／Ｈ1Ｎ1）や平成25年度の中国における

鳥インフルエンザ（A／Ｈ7Ｎ9）対策を振り返る中で、健康危機事象発生時に円滑な対応を

行うために、平時からの関係機関の連携体制づくりを推進するとともに関係者の資質の向上

を図ることが求められています。

　【	今後の方向性	】

●	　市民に対して、感染症に関する正しい情報を迅速かつ適切に提供します。

●	　感染症予防の重要な方策である予防接種を安全かつ効果的に推進します。

●	　感染症の早期発見、早期治療を促進するため、適切な健康診断の実施並びに検査・相談

体制の充実を図ります。

●	　感染症発生時には、患者等の人権に配慮しつつ、迅速かつ適切に疫学調査・保健指導・

接触者健康診断を実施し、感染拡大の防止を図ります。

●	　健康危機事象の発生に備え、平時から、地域の関係機関の連携体制づくりを進めます。
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　主要な取組　

取組　№1 感染症対策の推進

内　　容

【感染症に関する啓発活動】
感染症を予防するための正しい知識・情報を市民に提供しています。
また、感染症の集団発生リスクが高い社会福祉施設等の職員を対象とした、
健康教育を実施しています。

【感染症発生動向調査】
感染症発生状況を調査するとともに、滋賀県感染症情報センターとの連携の
上、医療機関・学校・社会福祉施設等の関係機関に対し感染症情報を発信して
います。

【感染拡大防止対策】
感染症発生時には、食品衛生・生活衛生所管部署と連携し、感染経路の究明
及び感染拡大の防止に努めています。また、感染症患者が適切な医療を受けら
れるように調整・支援を行っています。

【感染症対策に関する連携体制づくり】
感染症実務担当者連絡会議の開催により、感染症対策担当者の資質の向上を
図るとともに、市民生活に多大な影響を及ぼす感染症の発生に備え、平時から
の関係機関・担当者の顔が見える連携体制づくりを進めています。

現　　状

●1～ 3類感染症の発生状況（結核を除く）	 （単位：件）

感染症の名称 平成22年度 平成23年度 平成24年度
コレラ 0 0 0
細菌性赤痢 0 2 0
腸チフス 0 0 0
パラチフス 1 0 0
腸管出血性大腸菌感染症 11 21 9
●感染性胃腸炎の集団感染（疑い含む）事例の発生状況	 （単位：件）

病原体の種類 平成22年度 平成23年度 平成24年度
ノロウイルス 9 8 9
ロタウイルス 3 2 3
アデノウイルス 0 1 0
不明 6 8 7

目　　標

●感染症情報の的確な把握・分析・情報発信及び感染症予防についての
正しい知識の普及を図ります。

【目標値】
　①感染症情報の発信回数：100回／年
　②健康教育参加者数：年間　450人以上
●患者等の人権・個人情報保護に配慮した感染拡大防止対策を速やかに
実施します。
●医療機関における院内感染並びに学校・社会福祉施設等における集団
感染の予防に努めます。

【目標値】
集団感染発生件数の減少
●市民生活に多大な影響を及ぼす感染症の発生に備えた、平時からの関
係機関の連携体制づくり及び関係者の資質の向上を図ります。

【目標値】
感染症研修会参加者数：年間　210人

所　　管 保健予防課
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取組　№2 結核対策の推進

内　　容

【結核の予防啓発】
高齢者介護施設への健康教育やホームページ等の機会をとらえて結核予防に
関する情報を発信しています。

【定期健康診断実施状況の把握】
医療機関、学校、福祉施設等の定期健康診断実施状況を把握し、結核の早期
発見のために受診率の向上を図っています。

【結核患者支援】
結核患者が服薬による治療を確実に完了できるように医療機関と連携しなが
ら支援しています。

【接触者健康診断】
患者の家族や接触者等感染や発病のリスクが高い方への健診を行い、早期発
見に努めています。

現　　状

結核罹患率	 （人口10万人対）

区分 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
全��国 19.0� 18.2� 17.7� 16.7�
滋賀県 15.7� 17.1� 17.3� 12.0�
大津市 14.3� 16.2� 20.6� 12.0�
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●	本市における新規登録患者数は年によって多少差はあるものの大きな増減は
ない。年齢別に見ると、60歳以上の患者が6～ 7割と多く、高齢者の結核
対策が重要です。また、20歳代から50歳代の患者発生も毎年あり、若い世
代に対しても結核への意識を高める啓発が必要です。
●	平成24年の新規登録患者のうち、初期の相談指導の実施率は100％、治療
完遂率98％であり、再発防止のためには治療について理解し、治療を完遂す
ることが重要です。
●	平成24年度の接触者健康診断の実施率は97.0％であり、結核の感染拡大の
防止のためには、感染のハイリスク者である接触者の健診受診率の向上は重
要です。

目　　標

●	結核患者については治療を中断することなく確実に完了できるように服薬支
援を行い、再発防止に努めることが重要です。確実に治療を完遂することを
目的に新規登録患者の保健指導の実施と、医療機関や関係機関と連携しなが
らDOTS（直接服薬確認療法）＊の充実に向けた体制作りを行います。
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【目標値】
新規登録患者保健指導実施率：100％
●	患者の家族や接触者の健康診断を実施し、感染拡大防止に努めます。

【目標値】　
接触者健康診断受診率：100％
●	定期健康診断の実施状況が低い施設に対しては、受診率の向上にむけた啓発
指導を行います。
●	高齢者を重点におきながら若い世代も含めて、結核の　発生予防、早期発見、
早期受診、早期治療、集団発生予防の啓発に努めます。

所　　管 保健予防課

取組　№3 エイズ＊対策の推進

内　　容

【ＨＩＶに関する啓発活動】
ＨＩＶの予防や早期発見の必要性について、ホームページや広報等で情報提
供を行っています。

【ＨＩＶに関する相談・指導事業】
毎月2回（第2・4火曜日）に予約制による無料・匿名の即日検査を実施してい
ます。
電話での相談は、随時受け付けています。
●ＨＩＶ検査受検者件数／相談件数	 （単位：件）

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度
検査受検者数
（全　国） 103,007 102,946 102,512

検査受検者数
（大津市） 236 286 267

相談件数
（大津市） 1,012 1,063 1,038

【ＨＩＶ陽性者の支援】
治療が継続できること、本人や家族の不安が軽減できることを目的にＨＩＶ
陽性者に対し、専門のエイズカウンセラーによる継続的な支援を行っています。

現　　状

●新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者届出年次推移	 （単位：人）

区分 平成22年 平成23年 平成24年
全　国 1,544 1,529 1,449
滋賀県 1 6 9

全国及び県のＨＩＶ感染者及びエイズ患者届出状況は上記のとおりで、県で
は増加傾向にあります。
日本においては、性行為による感染がほとんどであり、また、若年層での感
染の拡がりが問題になっています。

目　　標

●	大学・専門学校等との連携により、感染者の増加傾向が見られる若年層に対
し、重点的に予防啓発を行います。
●	ホームページや広報を通じて、検査・相談事業の周知を行うとともに、必要
な方が受検しやすい検査体制の整備に努めます。
●	エイズに関する正しい知識の普及啓発を実施し、患者・家族への差別のない
地域づくりを進めます。

所　　管 保健予防課
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取組　№4 予防接種の推進

内　　容
予防接種法の規定に基づき、定期接種対象者に対する予防接種を実施すると
ともに、予防接種についての周知・啓発・相談活動を実施しています。

現　　状

予防接種法に規定する定期接種について、平成24年9月から不活化ポリオが
導入され、11月から四種混合が導入されました。定期接種については、医療機
関委託による個別接種を実施しています。
●定期接種の実施状況

接種の種類 ポリオ ＢＣＧ 三種
混合

二種
混合

日本
脳炎

接
種
件
数（
件
）

平成22年度 6,243 2,965 12,616 2,790 17,598

平成23年度 5,278 2,806 12,429 2,806 24,613

平成24年度 12,065 2,771 10,165 2,762 15,445

接種の種類 四種混合
麻しん
風しん
混合

麻しん 風しん
高齢者
インフルエ
ンザ

接
種
件
数（
件
）

平成22年度 ─ 11,230 2 56 33,980

平成23年度 ─ 11,683 5 24 34,103

平成24年度 1,975 11,573 3 10 34,995

※平成20年度から5か年に限り麻しん風しん第3期・第4期の接種を実施
※日本脳炎は平成22年度から特例対象者を設け、接種勧奨を再開している。
※�平成24年度のポリオは4月5月8月(臨時)に生ワクチンの集団接種を行い、9月からは不活化
ワクチンの個別接種を行った合計の件数になっている。

目　　標

●	市民及び関係者に対して、予防接種に関する正しい知識と情報を提供します。
●	定期接種における更なる接種率の向上を図ります。
　	麻しんについては、国の「麻しんに関する特定感染症予防指針」に基づき、平
成27年度までに麻しんの排除を達成することを目標として、ワクチン接種
率95%の達成を目指します。

所　　管 保健予防課
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＜精神保健対策＞　

【	現状と課題	】

近年、社会構造の複雑化や多様化、自然災害の頻発等による生活環境の急激な変化等により、

様々なストレスを抱える方が多くなってきており、自殺、うつ、ひきこもりなどのこころの

健康問題が生じています。家族機能の低下や地域社会の希薄化などが問題の解決をさらに困

難にしています。

平成20年の国の患者調査による推定有病者数では、全国では約323万人、県では約2万

5千人と推定されており、本市では約6,300人と推定しています。本市の平成25年3月末現

在の精神障害者保健福祉手帳交付件数は、1,685人、自立支援医療費（精神通院医療）受給者は、

3,846人であり、年々増加傾向にあります。

保健所においては、こころの健康づくりを目的に出前講座等の啓発を実施するとともに、

精神科医による専門相談や保健師による相談支援を行っていますが、患者本人やその家族な

ど周囲の人たちの精神疾患に関する理解が不十分なことや、相談先の情報不足等により、適

切な相談や受診に結びついていないことが少なくありません。

入院患者の地域移行支援については、平成16年に国の精神保健医療福祉ビジョンにおい

て、「入院医療から地域生活中心へ」という基本方針が示され、平成20年度から本市において

も、精神科病院、相談支援事業所等の関係機関と連携し、長期入院患者の地域移行支援に取

り組みましたが、平成24年度からは、地域移行支援・地域定着支援として、サービスが個別

給付化されました。今後は、受診中断や入退院を繰り返す方等に対して、相談支援事業所等

の関係機関と連携しながら、在宅療養支援体制の充実を図る必要があります。

自殺対策については、平成18年6月に自殺対策基本法が制定され、自殺は、個人の問題で

はなく社会全体の問題としてとらえられました。また、平成19年6月に自殺総合対策大綱が

閣議決定され、対策の基本的な考え方や重点施策が定められました。平成24年8月に自殺総

合対策大綱が改訂され、自殺未遂者対策等が掲げられました。自殺の原因は、多様な要因が

絡み合っており、心身の健康から社会的支援まで総合的かつ複合的な取り組みが必要とされ

ています。

　【	今後の方向性	】

●	　こころの健康づくり等、正しい知識の普及啓発を行います。

●	　受診中断や入退院を繰り返す方等に関する相談支援を行

い、精神保健に関する相談・在宅療養支援体制を推進します。

●	　自殺のハイリスク者対策として自殺未遂者対策を推進しま

す。
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　主要な取組　

取組　№5 精神保健に関する正しい知識の普及啓発

内　　容

【こころの健康づくりの啓発】
ストレスチェック、市民対象の出前講座、健康フェスティバル等によるここ
ろの健康づくりの啓発を行います。

【精神疾患の理解に関する啓発】
患者本人、その家族やまわりの方が、正しい病気の理解を深め、精神疾患に
対する誤解や偏見を取り除くことができるようにしています。

現　　状

ストレスチェック等により、市民がこころの健康づくりを行う機会を提供す
る必要があります。
精神疾患に対する誤解や偏見のために、受診が遅れることが問題となってい
ます。患者本人、その家族やまわりの方の誤解や偏見を取り除くために、啓発
が必要です。
●平成24年度の啓発回数：10回

目　　標

●	ストレスチェック、市民対象の出前講座、健康フェスティバル等によるここ
ろの健康づくりの啓発を行います。
●	患者本人、その家族やまわりの方が、正しい病気の理解を深め、精神疾患に
対する誤解や偏見を取り除くことができるようにしていきます。

所　　管 保健予防課

取組　№6 精神保健に関する相談・在宅療養支援体制の推進

内　　容

【精神保健相談による在宅療養支援の実施】
精神疾患のある方が在宅で安定した療養生活が行えるように、保健師等が訪
問・面接・電話により相談支援します。

【入院患者の地域移行の推進】
医療・福祉等の関係機関と連携しながら、退院可能な入院患者の地域移行を
支援します。

【従事者研修の開催】
在宅療養支援に関わる職員の支援技術向上を目的に、研修会を開催します。

【ケース検討会の開催】
受診につながらず支援が困難な方への対応についてケース検討会を開き、関
係機関や専門医の協力の下、支援を検討しています。

現　　状

精神障害者が地域で安心して生活するためには、医療や福祉、その他の関係
機関による在宅療養支援体制が必要です。特に受診中断や入退院を繰り返す方
に対しては、訪問支援や家族が対応について学ぶ場の提供が求められています。
●平成24年度の精神保健相談件数：1,500件

目　　標

●	訪問・面接・電話により相談支援を行うことによって、在宅で安定した療養
生活が行える体制づくりを目指します。
●	関係機関と連携しながら、退院可能な入院患者の地域移行や円滑な社会復帰
を目指します。

所　　管 保健予防課
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取組　№7 自殺対策の推進

内　　容

【関係機関との連携による自殺対策の推進】
庁内関係課及び関係機関からなる自殺対策連絡協議会を開催し連携をはかる
とともに、救急病院と連携した自殺未遂者支援を行っています。

【一般診療科と精神科の医療連携の推進】
一般診療科医と精神科医の連携システムである大津Ｇ－Ｐネットを定着させ
るために、検討会議を行っています。

【自殺対策についての啓発】
うつ病の正しい知識や各種相談機関の案内を行っています。

現　　状

自殺は健康問題や経済問題といった様々な要因によって追い詰められた死で
あり、対策としては様々な機関の連携や市民への啓発が必要です。
自殺対策連絡協議会、大津Ｇ－Ｐネット運営会議を実施し、関係機関の連携
による支援体制づくりや市民への啓発を進めてきました。平成25年度から自
殺未遂者など自殺のハイリスク者対策に取り組んでいます。

本市の年間自殺死亡者数（厚生労働省人口動態統計）
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目　　標

●	自殺対策連絡協議会において、各相談機関との連携を強化するとともに、庁
内関係課による横断的な取組を進めます。また、救急病院と連携して自殺未
遂者支援を行います。
●	大津Ｇ－Ｐネットの普及・定着により、うつ病の重症化を予防していきます。
●	うつ病の正しい知識や各種相談機関の案内を行い、市民の正しい知識の普及
啓発を図ります。

所　　管 保健予防課
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＜難病対策＞　

【	現状と課題	】

特定疾患治療研究事業による医療受給者は、平成24年度末現在、2,235人で、申請者数

は平成19年から毎年約100人ずつ増加しています。疾患別には潰瘍性大腸炎が最も多くを

占め、次いでパーキンソン病関連疾患、特発性拡張型心筋症、全身性エリテマトーデス、クロー

ン病の順に多い状況です。

特定疾患治療研究事業の対象となる56疾患のうち、病気の進行により要介護状態になる可

能性が高い神経難病（18疾患）は694人で、全体の31％を占めています。平成24年度の特

定疾患新規・更新申請時の調査（おたずね票）では、神経難病患者の85％が在宅療養で、その

うち約50％が介護保険サービスを利用しています。

また、人工呼吸器や酸素濃縮器、吸引器を使用している患者は159人で、そのうち神経難

病患者は約68％を占めています。

難病は治療方法が未確立で長期療養を必要とすることから、患者・家族の療養上の不安や

介護の負担が大きくなっています。

また、神経難病は病気の進行により四肢麻痺や呼吸機能の低下など重篤な状態になること

が多く、在宅療養支援従事者は、介護保険や医療保険及び平成25年4月から施行された障害

者総合支援法による障害福祉サービスなどを組み合わせて、総合的にマネジメントし、チー

ムによる支援体制を充実させる必要があります。

特発性拡張型心筋症

潰瘍性大腸炎

全身性エリテマトーデス

パーキンソン病

クローン病

特定疾患受給者数（上位5疾患）
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　【	今後の方向性	】

●　患者の在宅療養生活の質の向上を図ります。

●　患者、家族の不安や介護への負担を軽減します。

●　在宅療養支援体制の充実を図ります。
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　主要な取組　

取組　№8 難病対策事業の推進

内　　容

【難病相談支援の充実】
特定疾患の新規・更新申請時等に保健師等による相談を実施し、病気の正し
い理解を深め療養生活がより良く送れるよう医療講演会・患者交流会を開催し
ています。

【在宅療養支援体制の推進】
●在宅療養支援従事者研修会の開催
　	　介護支援専門員等従事者のニーズに沿った研修会を実施し、支援技術の向
上を図っています。
●ケアマネジメントアドバイザー事業の実施
　	　高度な支援技術を要するケースに携わっている関係者を対象に、学識経験
者等のアドバイザーを派遣し、適切で円滑な療養支援や患者・家族のQOL＊
の向上につなげています。
●ケース会議における個別支援計画の検討
　	　支援が必要な患者に対して、個々の状況に応じたきめ細かな支援を行うた
め、支援チームの従事者とともに支援計画を検討しています。
●地域支援ネットワークの充実に向けた取り組み
　	　保健・医療・福祉・就労等の関係者と連携を図り、支援ニーズの対応につ
いて情報共有し、ネットワークの充実に向けた検討をしています。

【災害対策の推進】
●災害時対応ノートを活用した、災害時の備えの啓発
　	　在宅で人工呼吸器、酸素濃縮器、吸引器を使用されている患者に、災害時
対応ノートを配布し、災害時の備えの必要性について啓発しています。
●災害時要援護者リストの作成
　	　特定疾患新規・更新申請時の調査（おたずね票）の情報を基に、災害時の安
否確認に活用するため災害時要援護者リストの作成を行っています。
●災害時要援護者個別支援計画の立案
　	　在宅で人工呼吸器、酸素濃縮器、吸引器を使用している患者に対し、患者・
家族、在宅療養支援従事者等と災害時の備えや医療機器の取り扱いの確認、
避難訓練等を行っています。

現　　状

●特定疾患医療受給者証交付数	 （件）

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度
大津市 2,042 2,125 2,235
滋賀県 7,924 8,198 8,592

●医療ケアの必要な患者数
　（平成24年度特定疾患新規・更新申請時のおたずね票による調査）

神経難病
神経難病以外の特定疾患

医療ケアが必要な患者数（実人数）

52人
（32％）

107人
（68％）



─ 65 ─

医療ケア別患者数（複数回答）

0 20 40 60 80 100

経管栄養

吸引

酸素療法

人工呼吸器

膀胱カテーテル

気管切開 22 3

24 4

20 4

11 24

78 4

70 17

神経難病
神経難病以外の特定疾患

（件）

経管栄養、吸引、人工呼吸器等の医療ケアを要する患者については、特に神
経難病患者に多く、これらの相談については、訪問、面接、電話により随時対
応しています。
●在宅療養支援体制の推進
　	　医療ケアの必要な患者の在宅療養支援従事者は、高度な介護技術や知識、
マネジメント力を必要とするため、支援技術の向上と地域支援ネットワーク
の充実を目的とした事業を実施しています。
●災害対策の推進
　	　医療ケアの必要な患者は災害弱者となるため、自助・共助による災害時の
備えの啓発を行っています。

目　　標

●	在宅療養生活で支援が必要な患者に対し、関係機関と連携を図りながら、継
続した相談支援を提供します。
●	医療講演会・交流会により患者・家族の疾病理解の向上と日常生活上の悩み
の解消を図ります。
●	在宅療養支援従事者の支援技術が向上し、個々の実態に応じたきめ細かな支
援ができるよう研修の充実を図ります。
●	医療ケアの必要な患者に対し、災害時の備えの確認と災害時要援護者個別支
援計画の作成を行います。

所　　管 保健予防課
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基本目標 2　安心して暮らせる医療体制づくりを進めます

住み慣れた地域で、安心して生活していくためには、安全な医療提供体制が整備されていなけ

ればなりません。そのため、次の2つを基本施策として掲げ、事業に取り組んでいきます。

安心して暮らせる医療体
制づくりを進めます

1．地域医療の充実
　在宅医療の必要な患者が増加しています。住み慣
れた地域で安心して療養できるよう地域リハビリ
テーションの充実とともに、在宅医療支援体制の充
実を図ります。

2．救急医療の確保
　地域で、適切な救急医療が受けられるよう、医療
機関・関係団体等の協力及び連携のもと救急医療体
制の整備充実を図ります。
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基本施策 1　地域医療の充実

　【	現状と課題	】

少子高齢化の進行や医療技術の高度化等、医療を取り巻く環境が変化し医療サービスの質

や量に対するニーズの多様化が進む中で、地域医療は人々が地域で安心して生活するうえで

欠かすことのできない基盤となるものです。　　　

一方、医療提供施設や医療従事者などの医療資源は限りあることから、医療機能の分化・

医療機関の連携により、効率的に医療提供できる体制整備が必要です。市民が身近なところ

で適切な医療サービスを受けるためには、急性期から在宅医療に至るまで切れ目のない医療

提供体制が不可欠です。

そのためには、病院における退院調整機能の充実や、地域の医療福祉関係者を交えた退院

時カンファレンスの開催などが求められています。また医療機関同士・医療機関と関係機関

との連携ツールとしての地域連携クリティカルパス＊の活用も重要です。本市では、大津市

医師会を中心に各種の地域連携クリティカルパスが運用されていますが、脳卒中及び糖尿病

のクリティカルパスの普及のため、関係機関・団体による推進会議を設けてその推進に取り

組んでいます。

平均在院日数の短縮や超高齢社会の到来に伴い、今後ますます在宅療養者が増加すると見

込まれています。こうした中、市民が安心して在宅での療養生活を送るには、医療のみならず、

介護も含めた在宅療養を支援するための関係機関等のネットワーク構築、多職種協働による

支援が必要です。また、訪問看護師や介護支援専門員等の質の向上、24時間対応可能な診療

所や事業所の整備なども求められています。

病院間や病院と診療所間の適切な役割分担により診断・治療を一体的に行う地域医療連携、

また地域の医療福祉＊に携わる多職種間での迅速で効率的な情報共有等の実現のためには、

情報通信技術の活用が不可欠であり、滋賀県においては県病院協会および県医師会が中心と

なってこれらのシステム開発がすすめられていて、具体化されつつあります。今後の本市の

取組みにおいても、これらの内容を踏まえながら進めていく必要があります。

本市においては平成25年10月に、市民が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、

保健、医療、福祉が一体となって生活を支えていくための目指す姿とその方針、方策を示し

た「大津市医療福祉ビジョン」を策定しました。今後は医療福祉関係機関（団体）、地域、行政

がそれぞれの立場で互いに協働しながら、医療福祉を推進するための取組みを進めていきま

す。

また、安全で安心な医療提供体制を確保することも、地域医療の充実のための重要な要素

です。このため、医療法に基づく立入検査等を通じた安全かつ適切な医療の確保に努めてい

ます。
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へき地診療所となっている国民健康保険葛川診療所の医療提供体制については、受療者の

減少に対して、平成24年度以降、開設日を週5日から週4日に減らすなどの運営の効率化を

図ってまいりました。今後も効率的な運営に留意しつつ、へき地における医療の充実と確保

の観点から当該地域における医療の提供に努めていきます。

　【	今後の方向性	】

●	　急性期から在宅（維持期）まで、切れ目のない医療を提供するため、地域連携クリティカ

ルパス＊の推進を図ります。

●	　住み慣れた地域で安心して最期まで暮らせるように、多職種協働によるチーム医療体制

を整備します。

●	　理学・作業療法士などのリハビリ専門職だけでなく、在宅（維持期）で看護・介護に携わ

るすべての職種に、リハビリテーションについての知識と技術を伝え、地域のリハビリテー

ションを支えていきます。また、当事者が自主的・主体的に機能回復や日常生活の自立に

向け取り組めるよう、支援していきます。

●	　限りある医療資源の有効活用により医療提供体制の確保を図るため、適切な受診等につ

いて、普及啓発を進めます。

●	　在宅療養・在宅看取りの必要性についての理解を深めるとともに、在宅療養の不安や負

担感を軽減するための情報提供等の取組を推進します。

●	　医療機関への立入検査や薬局、医薬品販売業及びあん摩マッサージ指圧はりきゅうなど

の施術所に対する監視指導を通じた医療安全対策の推進を図ります。

●	　医療従事者の確保を図るため、滋賀県地域医療再生計画を踏まえながら、看護師の育成

支援等に努めます。

　主要な取組　

取組　№1 在宅医療の推進

内　　容

医療機関の相互連携の強化を図り、切れ目なく医療福祉サービスが利用でき
るよう、地域連携クリティカルパスの推進を図ります。
また、在宅療養者が住み慣れた地域で安心して最期まで暮らせるよう、医療
福祉関係者の相互理解を深め、多職種協働によるチーム医療体制の整備を進め
ます。

内　　容

現　　状

目　　標

所　　管

内　　容

現　　状

目　　標

所　　管
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現　　状

【地域連携クリティカルパスの運用】
医療機関の連携を図るため、医師会を中心に各種の地域連携クリティカルパ
スが運用されています。本市としては脳卒中及び糖尿病の地域連携クリティカ
ルパス推進会議を開催し、医療・介護等を含めた地域連携クリティカルパスの
推進に向けた検討を行っています。脳卒中については、平成25年度に県内統
一パスが作成されました。今後は、県内統一パスの運用について検討していき
ます。
＜平成24年度運用件数＞
●脳卒中地域連携クリティカルパス：	 72件　
●糖尿病地域連携クリティカルパス：108件
【多職種協働の推進に関する研修会等の開催】
在宅医療においては、医療福祉関係者が互いの専門性を活かしながらチーム
となって患者・家族をサポートしていくことが必要であり、多職種協働による
チーム医療体制を整備するため、医療福祉関係者合同研修会を開催します。

目　　標
●医療・介護等を含めた地域連携クリティカルパス＊を推進します。
●患者・家族が安心して在宅で療養ができる体制整備を目指します。

所　　管 保健総務課、健康長寿課

取組　№2 地域リハビリテーション支援体制の整備

内　　容

在宅療養中の脳卒中維持期の患者、難病患者、障害者等が、地域で安心して
生活できるよう、在宅医療・介護の現場でリハビリテーションに携わる専門職
や関係機関・団体の支援と連携のシステムを整備することを目的として、大津
市地域リハビリテーション支援体制を整備します。

現　　状

脳卒中患者等の退院後の在宅・施設におけるリハビリテーションについては、
訪問・通所等の各事業所の精力的な取組が見られるものの、理学療法士・作業
療法士などのリハビリテーション専門職の関わりが不足し、医療機関との連携、
介護サービス事業所間の連携も十分でありません。
こうした状況を踏まえ、在宅でのリハビリテーションを担う看護介護職や介
護支援専門員に対して、個別の対象者の指導・助言を行うとともに、「看護・介護・
リハビリ合同研修会」を実施し、スキルアップを支援しています。
また、介護・福祉施設、就労支援施設等でのリハビリ指導を通じて、当事者
である高齢者や障害者が自主的・主体的に機能回復訓練や日常生活の自立に向
けて取り組めるよう支援をしています。

目　　標

●	在宅（維持期）でのリハビリテーションを担う看護介護職や介護支援専門員等
の知識・技術の向上により、在宅（維持期）のリハビリテーションを充実させ
ます。
●	「看護・介護・リハビリ合同研修会」や「リハビリテーションサポーター会議」
を通じて、地域リハビリテーションの「顔の見える連携」を構築します。
●	高齢者・障害者など当事者が自主的・主体的に取り組めるリハビリテーショ
ンの普及を目指します。
●	自助具ボランティア等、市民団体の支援を通じて、地域リハビリテーション
のネットワーク体制を構築します。

所　　管 保健総務課
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取組　№3 医療のしくみや在宅療養・在宅看取りについての普及啓発

内　　容

医療機関の役割や機能分担についての理解を深め、かかりつけ医＊（医科・歯
科）、かかりつけ薬局を持つことの意義を啓発します。また、急速な高齢化の
進行に伴う社会情勢の変化により、在宅療養・在宅看取りが必要になっている
ことの理解を深めるとともに、安心して在宅療養をするために情報提供を行い
ます。

現　　状

【医療福祉の普及啓発に関する研修会等の開催】
医療福祉＊の現状や課題、目指すべき方向性を共有するとともに、安心して
在宅療養ができるよう、在宅医療や介護のしくみについての普及啓発を行うた
めに、研修会等を開催します。

【在宅療養に関する情報の提供】
リーフレットの配布等で、在宅療養のしくみや制度利用についての情報を提
供します。

目　　標
●適切な医療のかかり方についての普及啓発を図ります。
●在宅療養や在宅看取りについての普及啓発を図ります。

所　　管 保健総務課、健康長寿課

取組　№4 医療相談・医療安全支援機能の充実

内　　容

医療の高度化、多様化が進み、医療機関と利用者との情報共有やコミュニケー
ションが、ますます重要になっています。患者や家族などからの医療に関する
苦情や相談に対応し、医療機関に対してその情報を提供することを通じて、医
療の安全と信頼を高めていきます。
また、医療機関に対して、医療安全に向けた取組について研修会を実施し、
指導や助言を行います。

現　　状

医療を取り巻く相談・苦情は、一般的な内容のものから専門的な内容のもの
まで、幅広く寄せられるため、相談員の資質向上のための研修や関係機関・団
体とのネットワークを強化し、市民サービスの充実に努めています。
●平成24年度　　相談苦情件数　163件

目　　標
●	相談、苦情への対応能力を高めるため、職員の資質向上、医療機関や関係機
関との連携を図ります。また、医療安全支援機能の充実に努め、医療安全支
援センターの設置についても検討を進めます。

所　　管 保健総務課
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取組　№5 医療機関への立入検査体制の充実

内　　容
保健所の医療監視員が定期又は臨時に医療機関（病院・診療所等）への立入検
査を行い、安全かつ適切な医療提供体制の確保に努めます。

現　　状

【医療機関への立入検査】
　病院の立入検査は毎年全施設、診療所の立入検査は、有床診療所を対象に3
年ごとに実施し、医療安全に対する取組などについて確認、指導を行っていま
す。

【病院、診療所の実地検査】
　定期立入検査のほか、病院、診療所、歯科診療所、助産所について、新規開設時、
構造設備の変更時及び放射線診療機器の設置時など随時実地検査を実施してい
ます。

【平成24年度　医療機関立入検査・実地検査数実績】
病院 一般診療所（有床） 歯科診療所 助産所
30 39（5） 15 0

目　　標
●立入検査体制の充実を図ります。
●医療機関に対する立入検査の結果を上質な医療の提供につなげます。
●医療・薬事監視員の資質の向上（専任監視員の養成）に努めます。

所　　管 保健総務課

取組　№6 医薬品等の安全確保と適正使用のための監視指導・普及啓発

内　　容

薬局等に対する立入調査を実施し、医薬品等に起因する保健衛生上の危害発
生を防止するとともに、医薬品等の収去検査や健康食品の買上調査を実施し、
不良医薬品や無承認無許可医薬品の排除に努めます。
また、ホームページ等により、医薬品等の安全情報を提供するとともに、医
薬品の適正使用、後発医薬品（ジェネリック医薬品）＊の利用など、薬に関する
知識を普及させるため「出前講座」を行い、市民の医事薬事衛生知識の啓発を
図っています。

現　　状

年間監視指導計画を定め、医薬品等一斉監視指導月間を設けて、集中的に監
視指導、収去検査、広告監視、買上調査等を実施しています。

【平成24年度実績】
対　象 施設数 監視数

薬局（製造業含む） 160 71
医薬品販売業 65 32

高度管理医療機器販売業 127 41

目　　標

●薬局等に対する監視指導
医薬品等に関する安全情報などの情報提供の実施及び適正な販売の確保並び
に品質の確保を担保するため、毎年度対象施設の35％以上の施設を目標に監視
指導を行います。
●後発医薬品（ジェネリック医薬品）使用の推進
適切な薬物療法を確保するとともに、患者の費用負担の軽減につながる後発
医薬品の利用に向けた啓発、使用の推進に努めます。

所　　管 保健総務課
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取組　№7 施術所の安全管理の推進

内　　容

【施術所の安全管理体制の強化】
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所におい
て、的確な施術の実施がなされるよう、監視指導を強化します。

【施術所と民間療法施設の違いについての市民への周知】
利用目的に即した施設の選択が出来るよう、施術所に関する情報提供を充実
します。

現　　状

【施術所等の状況】
市内の施術所数は、次の通りです。

　　　　　　　　　　　（平成25年3月31日現在）

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう 柔道整復
156 90

一方、施術所とは異なり、国家資格を持たないで民間療法等を施す整体施設
や癒し目的のリラクゼーション施設が多数開業されており、市民にとって施術
所との違いがわかりにくい状況となっています。
このため平成24年度から、「施術所開設届出済証明書」の交付制度を導入し
ています。
【施術所の監視指導】
　これまで、苦情や事故に基づく臨時の立入検査を実施しています。また、平
成22年度から、施術所の就業実態の確認を目的に一斉監視指導を実施してい
ます。

目　　標 ●施術所の安全管理体制の強化（定期立入検査の実施）を継続して行います。

所　　管 保健総務課
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基本施策 2　救急医療の確保

　【	現状と課題	】

本市の初期及び二次救急医療体制については、市内の救急告示6病院が基本的にその役割

を担っています。そのうち、大津市民病院、大津赤十字病院、社会保険滋賀病院及び琵琶湖

大橋病院の4病院は、病院群輪番制により休日・夜間における専門的な治療や入院を必要と

する重症患者を受入れる後方医療機関＊として機能しています。また、三次救急医療体制に

ついては、大津赤十字病院が、高度救命救急センター＊として指定されています。

小児救急医療については、大津市医師会、京都大学医学部附属病院及び京都府立医科大学

附属病院の協力のもと、大津赤十字病院を拠点病院として患者の受入れ体制を整えています。

また、軽症患者の救急外来の受診が増えることにより、救急診療の必要性がある重症救急患

者への診療に支障を来す恐れもあることから、電話でアドバイスが受けられる小児救急電話

相談事業（＃8000番）を県において実施しています。

さらに、年末年始やゴールデンウィーク等における歯科救急患者に対する診療を確保する

ことを目的に大津市歯科医師会が当番医制の休日救急歯科診療事業を実施しています。

こうした救急医療提供体制の整備については、ここに至るまでの経緯があります。本市では、

昭和39年に大津市医師会の輪番制による休日・夜間における急病診療が開始されて以降、昭

和49年10月に大津市急病診療所に引き継がれました。その後、小児救急について、平成13

年から4年をかけてそのあり方について協議が重ねられる中で、平成16年に、大津市急病診

療所運営委員会に急病診療所のあり方について諮問がなされ、その答申を受けて廃止するこ

ととなり、新たな体制が誕生することとなりました。このことによって、平成17年3月に小

児科を廃止し、同年4月から現在の小児救急医療体制が敷かれ、さらに平成18年3月をもっ

て大津市急病診療所（内科）を閉鎖し、同年4月から現在の初期救急を兼ねた二次救急医療提

供体制に移行しました。これまでのこうした経過により構築された現体制を維持し、さらに

充実させていく必要があります。

また、傷病者の症状等に応じた搬送及び受入れの円滑化を図るため、「消防法の一部を改正

する法律（平成21年法律第34号）」が平成21年10月30日に施行されたことに伴い、滋賀県

において、「傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準」が策定され、滋賀県メディカル

コントロール協議会や大津市など地域メディカルコントロール協議会での協議のもとに作業

が進められ、平成23年3月25日に実施基準の策定、同年4月1日から運用を開始しています。

今回の法改正の目的は、単に119番通報から病院収容までの時間を短縮するというだけでな

く、いかに傷病者の症状等に対応できる医療機関への迅速かつ適切な救急搬送を確保するか

という点にあります。

本市においても、現在の受入れ体制の中で、それぞれの体制の充実が図られ、緊急性、専

門性に対応できる搬送と受入れが迅速かつ的確に行われるよう、さらなる体制の強化を図る
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必要があります。

一方、軽症患者の救急外来の受診により、重篤な患者の診療に支障を来す恐れがあること

から、救急医療体制について正しい知識と理解を持ってもらうために、市民への啓発を促進

することも必要です。

また、大規模災害等の発生時には、「大津市地域防災計画」に基づき大津市医師会、大津市

歯科医師会及び大津市薬剤師会との協定のもとに、救護所設置や備蓄医薬品などの初期救急

医療を確保することになっていますが、さらなる充実のためには、連携体制の整備が課題と

なっています。

併せて、地域災害拠点病院＊として知事の指定を受けている大津市民病院、滋賀医科大学

医学部附属病院及び基幹災害拠点病院の指定を受けている大津赤十字病院と連携した救急医

療体制の確保を図ることが必要であり、平時からの準備が求められています。

　【	今後の方向性	】

●	　救急医療体制に関する市民への啓発を関係機関・団体等と一体となって進めます。

●	　医療機関、関係団体との協力連携を図り、体制の確保を図るための支援を行います。　

●	　災害時の保健医療活動が円滑に行われるように医療機関や関係団体との連携体制の整備

に努めます。

　主要な取組　

取組　№1 小児救急拠点病院への支援

内　　容
現在、休日及び夜間における小児救急患者の受入れについて、大津赤十字病
院を小児救急医療の拠点病院として確保しています。この救急医療体制を確保
するため、国及び県とともに、補助金を交付し支援しています。

現　　状

【受入患者数の推移】
平成22年度 平成23年度 平成24年度
10,253人 12,543人 11,394人

【医師派遣病院等】
　大津赤十字病院、大津市医師会、京都大学医学部附属病院、京都府立医科大
学附属病院

目　　標 ●現行の補助制度を維持し、小児救急医療体制の確保に努めます。

所　　管 保健総務課
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取組　№2 後方医療機関＊への支援

内　　容

救急患者については、救急告示6病院が対応していますが、特に休日及び夜
間において専門的な治療や入院を必要とする重症患者の受入れに対応できる体
制を確保するため、大津赤十字病院、大津市民病院、社会保険滋賀病院及び琵
琶湖大橋病院の4病院の輪番制による二次救急医療体制をとっています。（琵琶
湖大橋病院については、平成25年度から参画しています。）
これらの二次救急医療機関（後方医療機関）の受入れ体制を確保するため、運
営に係る補助金を交付し支援しています。

現　　状

【受入患者数の推移】
大津赤十字
病院

大津市民
病院

社会保険
滋賀病院 合計

平成22年度 8,676人 4,473人 195人 13,344人
平成23年度 8,927人 4,673人 149人 13,749人
平成24年度 8,478人 4,631人 163人 13,272人

【初期救急医療施設から転送患者の推移】
大津赤十字
病院

大津市民
病院

社会保険
滋賀病院 合計

平成22年度 206人 0人 3人 209人
平成23年度 198人 0人 11人 209人
平成24年度 164人 0人 12人 176人

目　　標

●	現行の補助制度を維持し、二次救急医療体制の確保に努めます。
●	救急医療の適切な利用方法について、広報、ホームページ等を充実させると
ともに、かかりつけ医＊を持つことの意義や救急医療の適切な利用について
市民への啓発を関係機関・団体と一体となって進めます。

所　　管 保健総務課

取組　№3 休日救急歯科診療への支援

内　　容
大津市歯科医師会が年末年始等の休日に実施する救急歯科診療を確保するた
め、補助金を交付し支援しています。

現　　状

【平成24年度実績】
●診療日	 ゴールデンウィーク、年末年始、休日となる月曜日
　　　　　　　計17日間（20歯科診療所）
●診療時間	 10:00 ～ 16:00
●運営方法	 大津市歯科医師会が事業主体
●患者数	 138人

目　　標 ●現行の補助制度を維持し、休日救急歯科診療の確保に努めます。

所　　管 保健総務課
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取組　№4 救命・救護に関する市民への啓発

内　　容

病院前救護＊やバイスタンダー＊の重要性からＡＥＤ＊の適正管理及び適正使
用について普及啓発に努めます。
また、救命講習会の開催などを通じ、広く市民が適切な救命や応急手当など
の応急処置の実施に関する意識の高揚と技術の修得のため、普及啓発を行いま
す。

現　　状

【ＡＥＤ設置に関する情報の登録・公表制度】
　平成21年度からＡＥＤ設置に関する情報の登録・公表制度を開始しており、
平成25年4月1日現在の市内事業所等におけるＡＥＤ設置状況は、登録施設が
386施設、477台となっています。
【救命講習会の実施】
　消防局において実施した救命講習会は、平成24年度には延333回、受講者
8,466人となっています。

【ＡＥＤ及びＡＥＤトレーナーの貸し出し】
イベント等における不測事態の救命処置に備え、消防局においてＡＥＤ本体
の貸し出しを行っています。また、ＡＥＤの使用方法の普及のため、保健所に
おいてＡＥＤトレーナーの貸し出しを行っています。
平成24年度の貸し出し実績はＡＥＤ　58回、ＡＥＤトレーナー　39回です。

目　　標

●	ＡＥＤ設置に関する情報の登録・公表制度を定着させるとともに設置事業者
において適正な維持管理が実施されるよう普及啓発に努めます。
●	市民に対して、ＡＥＤの適正使用や応急手当などの知識の普及を図るため、
救命講習会の開催やホームページやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング
サービス）による情報提供を積極的に行います。

所　　管 消防局警防課、保健総務課
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基本目標 3　安全で快適な生活環境づくりを進めます

健康な生活を送るためには、生活環境における健康衛生上の安全と安心を確保する必要があり

ます。そのため、次の2つを基本施策として掲げ、事業に取り組んでいきます。

安全で快適な生活環境づ
くりを進めます

1．健康危機管理対策の充実
　市民の生命と健康の安全を脅かす事態に備え、関
係機関等と連携し、体制の整備・充実に取り組みま
す。

2．生活衛生対策の推進
　食の安全・安心を確保し、食による健康被害の発
生を防止するための体制づくりを進めるとともに、
旅館や理容所・美容所など生活衛生関係営業施設の
衛生の確保に努めます。
　また、人と動物が共生できる環境づくりに努めま
す。
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基本施策 1　健康危機管理対策の充実

　【	現状と課題	】

昨今、社会経済活動のグローバル化の進展に伴い、新型インフルエンザ等のこれまで知ら

れていなかった感染症の発生・まん延への対応や、さらには輸入される食品、医薬品などに

よる健康の安全を脅かす様々な事例への対応が求められています。

本市においては、医薬品、毒物及び劇物、食中毒、感染症、飲料水その他の原因により市

民の生命及び健康の安全を脅かす事態が発生し、又は発生する恐れがあるときに、関係機関

が相互に連携をとり、迅速かつ的確な危機管理を行うため、保健所に大津市健康危機管理対

策協議会を設置するなど、市民の生命及び健康の安全を確保するための体制整備を進めてい

ます。

また、健康危機が発生した場合に、迅速かつ適切な健康被害の拡大防止策を講じるためには、

平時から県、警察、医療機関等の関係機関・団体との連携を強化する必要があります。特に、

新型インフルエンザ（A／Ｈ1Ｎ1）対策の経験を踏まえ、平時からの関係機関の連携体制づ

くりを推進するとともに関係者の資質の向上を図ることが求められています。

また、新型インフルエンザ対策については、平成24年5月新型インフルエンザ等対策特別

措置法が公布され、平成25年4月に施行されました。この法律において各市町では新型イン

フルエンザ等対策本部条例の制定ならびに新型インフルエンザ対策行動計画の策定が求めら

れています。　　

　【	今後の方向性	】

●	　市民の生命と健康の安全を確保するため、健康危機に備えた庁内体制の整備を図るとと

もに、関係機関・団体との連携を強化します。
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　主要な取組　

取組　№1 健康危機管理体制の整備

内　　容

食中毒、感染症、飲料水、毒物・劇物、医薬品、各種災害、その他の原因に
より生じる市民の生命を脅かす事態などの健康危機に関する事態の発生又は発
生する恐れが有る場合に、速やかに健康被害の発生予防、拡大防止、被害回復
等の対応ができるよう、随時関係機関と連携し、対策を図っていきます。

現　　状

感染力・致死率が高い感染症、大規模な食中毒などが発生したときに、迅速
かつ適切に対処し、被害を最小限に止めるには、発生直後から、被害の回復ま
での体制や対応手順について、準備をしておく必要があります。
本市では、健康危機の発生に備えて、「大津市危機管理基本計画」に基づき「大
津市保健所健康危機管理体制計画」を策定するとともに、大津市健康危機管理
対策協議会を設置し、関係機関や病院等と連携し、市民への健康危機情報の伝
達、正しい知識の普及啓発、関係機関等との情報交換等を行っています。

目　　標
●	県、警察、医療機関等の関係機関・団体との情報の共有など連携体制の充実
を図ります。
●平時における訓練を通じて対応力の向上を図ります。

所　　管 保健総務課

取組　№2 新型インフルエンザ等対策の充実

内　　容

新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合には、国
民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となる
ように、新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されました。
新型インフルエンザ等が発生した場合、市全体での対応を要する危機管理対
策事案として捉える必要があります。
そのため本市では、新型インフルエンザ等の対策の行動計画や業務継続計画
等を見直し、発生時の対応に当たることとしています。

現　　状

今後見直しをする行動計画等は、次のとおりです。
●「大津市新型インフルエンザ等対策行動計画」
●「大津市新型インフルエンザ等業務継続計画」
●「大津市新型インフルエンザ対策等ガイドライン」

目　　標
●	新型インフルエンザ等に対する予防についての正しい知識の普及に努めま
す。
●市行動計画等に基づき円滑な対応に努めます。

所　　管 保健総務課、保健予防課
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基本施策 2　生活衛生対策の推進

　【	現状と課題	】

経済のグローバル化や技術革新等により食を取り巻く環境も著しく変化し、輸入食品や新

たな形態の食品が増加するとともに、広域にわたる腸管出血性大腸菌による食中毒事件の発

生や、食品の放射能汚染などの問題が発生しており、食の安全・安心の確保に向けた一層の

取り組みが求められています。また、市民生活やニーズの多様化に伴い、旅館や公衆浴場、

理容所・美容所などの生活衛生関係営業施設の営業態様も多様化し、その実態に即した衛生

管理が求められています。

こうした状況を踏まえ、市民が安心して快適な生活を送ることができるよう食品衛生・生

活衛生関係営業施設等に対する監視指導の強化や事業者・市民に対する啓発等生活衛生対策

の充実、高度化・多様化する試験検査への体制整備を進め、健康被害の防止と危機管理体制

の強化に努めています。

また、人々の暮らしを豊かにするパートナーとして飼育されている犬猫等の愛玩動物につ

いて、一部には不適正な飼い方や安易に飼い始める飼い主もいることから、その動物や周辺環

境に対する問題も生じています。このため、動物愛護センターでは、適切な飼育指導の充実と

動物愛護意識の啓発を進めるとともに、人と動物が共生できる社会づくりに努めています。

　　

　【	今後の方向性	】

●	　食品衛生・生活衛生に対する正しい知識を普及啓発するため、講習会等の開催のほか、

インターネットや広報紙等媒体の有効活用による積極的な情報の発信に取り組むほか、リ

スクコミュニケーション事業や意見交換会等を実施し、事業者や市民と行政との間での情

報の交換及び共有に積極的に取り組みます。

●	　食の安全・安心確保及び生活衛生関係営業施設等の衛生確保に対応できるよう、科学的

根拠に基づく、より高度な監視指導体制の整備及び検査体制の確立に取り組むとともに、

監視指導の強化と情報収集・分析に努めます。

●	　食品及び生活衛生関係営業に起因する健康被害発生を未然に防ぐために、営業者及び従

事者の衛生意識の向上を図り、自主衛生管理体制の推進に向けた指導及び助言に積極的に

取り組みます。

●	　集団食中毒や重篤な感染症等の健康危機発生時に迅速かつ正確な検査を実施できるよう、

また、高度化・多様化する試験検査に対応できるよう検査体制の充実を図ります。

●	　人と動物の共生を図るために、終生飼養や飼育マナー等、動物の適正飼養の普及啓発に

努めます。

●	　狂犬病の発生予防とまん延防止を図るため、犬の飼い主に対して登録と狂犬病予防注射

の接種について啓発に努めます。
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　主要な取組　

取組　№1 衛生啓発の推進

内　　容

【市民や事業者を対象とした講習会等の実施】
社会背景や市民ニーズに即応したテーマで講習会やリスクコミュニケーショ
ン、意見交換会等を実施します。また、随時市民や事業者からの要請に基づく
講習会等への講師派遣を行います。

【正しい知識・最新情報の発信】
パンフレット等の啓発資材を作成し、衛生月間やイベント等において配布し
ます。また、ホームページや広報誌等の媒体を有効活用し、積極的な情報の発
信による啓発を行います。

現　　状

近年、食品の放射能汚染をはじめとした、食品に関する社会問題が多発する
中、食に対する市民の関心は非常に高いものがあります。また、生活様式の多
様化等に伴い、生活衛生に関する関心も高まりを見せています。このような中、
インターネット等の普及により不確かな情報等も飛び交っていることから、行
政が、より多くの正しい情報を市民や事業者に速やかに提供していく必要があ
ります。

【平成24年度実績】
●食品衛生講習会（開催回数55回、受講者数延べ2,309人）
●	衛生消毒講習会（理容師56名、美容師33名）、トコジラミ発生対策講習会（56
名）
●健康フェスティバルにおけるミニ講座の開催（88名）

目　　標

多様化する市民ニーズに即応した情報提供を積極的に行い、衛生啓発の一層
の推進を図ります。

【目標（平成28年度）】
●講習会等の開催回数：毎年度50回以上
●講習会等への参加者数：毎年度2,000人以上
●ホームページや広報誌等媒体の活用による最新情報の発信

所　　管 衛生課
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取組　№2 食中毒防止対策の推進

内　　容

【飲食店等食品営業施設に対する監視指導】
食中毒が発生すると甚大な被害発生が危惧される大型の弁当製造施設等の大
量調理施設や食中毒の発生リスクが高い生食肉を提供する飲食店、及び症状が
重篤化しやすい小児、高齢者等が利用する給食施設に対する重点的な監視指導
を実施します。

【市内に流通する食品等の収去検査】
市内の事業所で製造・調理又は販売される食品について、法令等に定める規
格基準等についての収去検査を実施し、不良食品の排除に努めます。

現　　状

平成24年度における市内の食中毒発生件数は5件、患者数は337人となっ
ています。
発生原因物質等についてはノロウイルスによるものが4件316名、クドア・
セプテンプンクタータによるものが1件21名ありました。
また、過去4年間の発生15件中、ノロウイルスによるものが7件（47%）と
カンピロバクターによるものが4件（26%）となり、原因物質の7割以上を占め
ています。
区　分 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度
件　数 5件 1件 4件 5件
患者数 188人 323人 113人 337人

【平成24年度実績】
●飲食店等食品営業施設に対する監視指導
　飲食店営業施設への監視率：51.0％
　　※　794件（立ち入り件数）／ 1,554件（対象施設数）
●市内に流通する食品等の収去検査
　食品の収去検体数：301検体

目　　標

食中毒の発生状況や、食の安全・安心を取り巻く社会情勢を勘案の上、実効
力のある取組を監視指導計画に定め、効果的な監視指導・収去検査等を実施し
ます。
【目標（平成28年度）】
●飲食店営業施設への監視率：60％

所　　管 衛生課
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取組　№3 生活衛生関係営業施設等の衛生の確保

内　　容

【生活衛生関係営業施設に対する監視指導】
健康被害発生時には規模が大きくなることが危惧される旅館・ホテル等につ
いて、行楽シーズンにあわせ集中的に監視指導を行います。また、公衆浴場、
理容所・美容所等の生活衛生関係営業施設に対して科学的根拠に基づき監視指
導を実施し、衛生管理の徹底を図ります。

【飲用水の衛生確保】
飲用水の衛生を確保するため、専用水道＊に対して定期的な立入検査を実施
し、また、簡易専用水道＊に対して定期検査の受検指導を行い、衛生管理の徹
底を図ります。　　

現　　状

全国において、宿泊施設におけるトコジラミの発生、入浴施設等におけるレ
ジオネラ症＊やエステサロンにおけるまつ毛エクステンションなどによる健康
被害の発生が問題となっており、市内の生活衛生関係営業施設においても健康
被害の発生が懸念されることから、それらの対策として監視指導による衛生管
理の徹底が求められています。
また、簡易専用水道については、定期検査受検率が全国平均を下回っており、
未受検施設に対する定期検査の受検及び衛生管理の徹底が求められています。
施設数 （平成25年3月31日現在）

区分 生活衛生営業施設 所管専用水道 簡易専用水道
施設数 1,591件 10件 693件

【平成24年度実績】
●生活衛生関係営業施設の監視件数：345件
●専用水道の監視件数：10件
●簡易専用水道定期検査受検率：75％（平成23年度）
　　※参考：全国平均79.4％（平成23年度）

目　　標

年度毎に定める監視指導計画に基づき、効果的かつ効率的な監視指導等の実
施に努めます。

【目標（平成28年度）】
●監視件数：毎年度300件以上
●簡易専用水道定期検査受検率の向上：80％

所　　管 衛生課
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取組　№4 自主衛生管理体制の推進

内　　容

【食品関係営業施設】
市内の食品製造業者等に対し、国が承認するHACCP＊に基づく総合衛生管

理製造過程や滋賀県食品自主衛生管理認証制度（セーフードしが）の導入に向け
た指導助言及び啓発を国及び滋賀県と連携し行います。また、飲食店等に対し
ては大津市食品衛生協会と連携し自主衛生管理を推進するための研修会の開催
や指導助言を行います。

【生活衛生関係営業施設】
市内の生活衛生関係営業者に対し、自主衛生管理を推進するために、滋賀県
生活衛生指導センター及び各生活衛生同業組合と連携し指導助言を行います。

現　　状

【平成24年度実績】
●食品関係営業施設
　総合衛生管理製造過程承認施設：1施設
　セーフードしが認証施設：7施設
　自主衛生管理講習会開催回数：1回
●生活衛生関係営業施設
　理容業及び美容業衛生消毒講習実施：各1回
　自主衛生点検結果報告に基づく助言：1回
　クリーニング師研修受講促進指導：1回
　※参考：平成24年度受講率50.7％

目　　標

営業者対象の自主衛生管理啓発事業等を実施し、営業者の自主衛生管理意識
の醸成を図ります。

【目標（平成28年度）】
●セーフードしが認証施設数：8施設
●営業者対象自主衛生管理講習会実施回数：3回
●クリーニング師研修受講率の向上：60%

所　　管 衛生課
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取組　№5 検査体制の充実

内　　容

【食の安全・安心の確保】
市内に流通する食品の安全性を確保するために、収去検査と市内産農産物等
の放射性物質検査を実施します。

【健康危機管理対応】
食中毒、感染症発生時に原因究明と拡大防止のための検査を実施するととも
に、その他の健康危機事例についても対応可能な検査体制の整備を進めます。
【検査の信頼性確保】
正確な検査を実施するために、適正な検査施設管理や最新の検査技術の導入
に努めるとともに、積極的な精度管理を行います。

現　　状

市内に流通する食品の細菌、残留農薬、添加物、アレルギー物質等及び新た
に平成24年度より測定機器を整備し放射性物質の検査を実施しています。
食中毒、感染症発生に伴う患者等や食品、施設等について、微生物及び理化
学検査を実施しています。
法令に定める外部精度管理の受検及び内部精度管理を実施しています。

【平成24年度実績】
●収去検査実施検体数：301検体
●放射性物質検査実施検体数：56検体
●外部及び内部精度管理実施件数（検体数）：34件

目　　標

【目標（平成28年度）】
●収去検査実施検体数：毎年度300検体以上
●放射性物質検査実施検体数：毎年度50検体以上
●外部及び内部精度管理実施件数（検体数）：40件

所　　管 衛生課
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取組　№　6 動物愛護の推進

内　　容

犬猫の適正及び終生飼養の啓発について、飼い方講習会等各種講習会や動物
愛護デー等のイベントを開催します。
地域の生活環境保全及び子猫の引取数の減少を図るため、大津市地域猫活動
支援事業の普及啓発に努めます。
動物取扱業の更なる適正化を図るため、計画的な立入検査を実施します。

現　　状

適正飼養等の啓発のため、各種講習会等を開催していますが、苦情相談件数
は横ばい状況にあります。
引取、保護した犬猫については、返還・譲渡に努め、その他については致死
処分としています。
処分について、犬は減少傾向、猫は横ばい状況にあり、特に野良猫の産んだ
子猫がその大半を占めています。子猫の引取数の減少と野良猫による生活環境
の保全を図るため、平成24年9月に大津市地域猫活動支援事業実施要綱を制定
し、本格的な事業として取り組んでいます。

【平成24年度実績】

内　　容 犬 猫
苦情相談 113件 � 82件
引　　取 102頭 386頭
捕　　獲 � 14頭 ―
譲渡・返還 � 78頭 � 26頭
致死処分 � 37頭 378頭

飼い方講習会 �20回　� 74人 ��19回　48人
しつけ方教室 � 8回　218人 ―

●動物愛護デー　　　　1回　250人
●動物なかよし教室　　1回　	 23人
●夏休み親子教室　　　1回　	 23人
●地域猫活動＊支援事業取組　	 	 9件

目　　標

【目標（平成28年度）】
●講習会参加者数：400人
●地域猫活動支援事業取組数：18件
●子猫の引取数　H24の約10%減：300頭

所　　管 動物愛護センター　
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取組　№7 狂犬病予防の推進

内　　容

狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録及び狂犬病予防注射事務を行っていま
す。
予防注射については、注射月間（4～ 6月）である4月及び5月に市内各所で
集合注射を実施し、また滋賀県獣医師会に一部事務を委託し、県内の動物病院
においても登録と注射済票の交付を受けることができます。
また、飼い犬の登録や狂犬病予防注射の啓発についてはホームページや広報
などで毎年行っています。

現　　状

狂犬病については、約半世紀にわたり日本においては発生がないことから、
本病に対する危機意識が薄れており、今後の予防注射率の低下が危惧されます。
10月末までの注射未実施者に対し督促ハガキを送付しています。

【平成24年度実績】
登録原簿頭数 新規登録頭数 注射頭数 注射率
19,532頭 1,557頭 15,321頭 78.4％

●集合注射　　市内155会場

目　　標
【目標（平成28年度）】
●予防注射実施率：80％

所　　管 動物愛護センター




