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第１ はじめに 

 

平成 26年６月、「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（医療介護総合確保推進法）」が可決成立し、

少子高齢化が急速に進む中、限られた資源で、増加する医療及び介護需要に対

応していくため、静岡県では地域の医療提供体制の将来の目指すべき姿である

「静岡県地域医療構想」が平成 28年３月に策定された。 

 湖西市においては、2025年を見据え、医療・介護・予防・住まい・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築や様々な福祉施策を展開し

ている。しかし、ライフスタイルの変化等により地域のつながりが希薄化して

いることから、一層の施策充実が求められている。 

 このことから、当委員会においては多世代にわたる地域医療・介護等のあり

方について、調査研究を行ったので、会議規則第 107条の規定により報告を行

うものである。 
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第２ 委員会及び勉強会における調査研究等の経過 

 

開 催 日 内   容 

平成 28年６月 17日 
・正副委員長の互選 

・閉会中の継続審査について 

平成 28年６月 24日 活動計画について 

平成 28年８月 23日 各団体との意見交換について 

平成 28年８月 30日 各団体との意見交換について 

平成 28年９月 14日 浜名病院との意見交換 

平成 28年９月 15日 湖西病院との意見交換 

平成 28年９月 29日 湖西市医会との意見交換 

平成 28年 10月４日 各団体との意見交換内容の取りまとめ 

平成 28年 10月 11日 
・湖西白萩との意見交換 

・浜名歯科医師会との意見交換 

平成 28年 10月 18日 一円荘との意見交換 

平成 28年 10月 20日 
・まんさくの里との意見交換 

・浜松市薬剤師会湖西地区との意見交換 

平成 28年 10月 21日 光湖苑との意見交換 

平成 28年 11月 10日 各団体との意見交換内容の取りまとめ 

平成 28年 11月 25日 
・課題等の取りまとめ結果について 

・今後の計画について 

平成 28年 12月５日 当局（健康福祉部）との意見交換 

平成 28年 12月 14日 
・当局との意見交換内容の取りまとめ 

・行政視察について 

平成 29年１月 30日 行政視察について 

平成 29年２月６日 

行政視察 

静岡県掛川市 

・地域医療連携体制の構築について 
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開 催 日 内   容 

平成 29年３月 22日 
・行政視察のまとめについて 

・今後の計画について 

平成 29年６月６日 正副委員長の互選 

平成 29年６月 29日 今後の計画について 

平成 29年７月 10日 
・調査事項の確認について 

・意見交換の日程について 

平成 29年７月 26日 
・調査事項の確認について 

・行政視察について 

平成 29年８月３日 
・課題抽出 

・行政視察について 

平成 29年８月９日 浜名学園・保護者との意見交換 

平成 29年８月 24日 浜名学園との意見交換内容の取りまとめ 

平成 29年 10月 23日 
・行政視察について 

・今後の活動計画について 

平成 29年 11月 21日 行政視察について 

平成 29年 12月 14日 行政視察について 

平成 30年１月 16日 

   ～１月 17日 

行政視察 

福島県須賀川市 

・地域医療について 

東京都稲城市 

・あるべき医療提供体制の実現に向けた取り組みについて 

平成 30年１月 29日 行政視察の反省について 

平成 30年３月 28日 今後の活動計画について 

平成 30年４月 13日 
・当局（長寿介護課）との意見交換 

・湖西市社会福祉協議会との意見交換 

平成 30年５月８日 調査事項のまとめ 

平成 30年６月 19日 行政視察について 
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開 催 日 内   容 

平成 30年７月 30日 

    ～７月 31日 

行政視察 

茨城県阿見町 

・地域包括ケアシステムの取り組みについて 

・地域住民の助け合い運動について 

 （筑見区自治会の取り組み） 

茨城県土浦市 

・在宅医療と介護の連携について 

平成 30年８月 10日 
・行政視察のまとめ 

・今後の計画について 

平成 30年８月 17日 地域包括ケアシステムの進捗状況について 

平成 30年 12月 19日 委員会報告書について 

平成 31年１月８日 委員会報告書について 
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第３ 調査研究等のまとめ 

１．管内所管事務調査の概要 

 はじめに、調査研究に当たり、医療・介護等の各分野の団体との意見交換を

以下のテーマに沿って行い、現状把握と課題抽出を行った。その後、市の担当

部署からの説明を求め、課題に対する各団体と市の認識について確認した。 

 

＜意見交換テーマ＞ 

① 抱えている課題 

② 地域医療についての思い 

③ 行政に求めるもの 

 

 

＜意見交換のまとめ＞ 

 

意見交換先 抱えている課題 地域医療についての思い 行政に求めるもの 

浜名病院 

・医師不足（当直医の終了

時間後のつなぎ）、医師の

疲弊。 

・地域包括ケア病棟を開設

し 177床の再編検討中。 

・地域包括ケアが遅れて

おり、市のリーダーシ

ップ、ビジョンが欲し

い。 

 

・市が実施する介護予防事業

にリハビリ職員を活用して

欲しい。委託されれば出前

で提供できる。（リハ主任） 

 

湖西病院 

・介護関係者との全体的調

整ができていない。 

・地域、家族関係の希薄化 

・介護事業者等と協議す

る場が欲しい。 

 

・地域包括ケアのグランドデ

ザインを市から示して欲し

い。 

 

湖西市医会 

・湖西病院に訪問看護が無

いことが問題。 

・市内に在宅専門医がいな

い。 

・地域医療協議会が設置さ

れていない。 

・医療・介護連携支援セ

ンターの早期設置を。 

・市職員の中でリーダーを決

め、専門職として５年間継

続勤務希望。短期勤務では

職員が育たない。 
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意見交換先 抱えている課題 地域医療についての思い 行政に求めるもの 

地域包括支

援センター 

白萩 

・介護報酬の引き下げや介

護福祉専門学校の生徒の

激減により働き手が減

少。 

・高齢者虐待の加害者は、

精神や知的障害者が半数

であり、要支援者でもあ

る。 

・２次予防の運動機能リハ

希望者が多いが、おぼと

や浜名病院等実施場所に

行く交通手段がない。 

・地域ボランティアや NPO

の活動がほしい。 

・医療介護、薬剤師等と

の連携がほしい。 

・市からの委託費だけでは運

営できない。 

・市に医療･介護・福祉のワ

ンストップ相談窓口が必

要。縦割りで個人情報の共

有が図れず多問題家庭の根

本解決に繋がらない。 

 

浜名歯科 

医師会 

・雄踏、浜北の会員が抜け

たため会員が減少し、①

会員の為の研修、広報活

動②市、警察等からの委

託事業、校医等③日本歯

科医師会、県歯科医師会

の仕事が人手不足。未加

入の歯科もあり連携がと

れない。 

・訪問歯科診療が広報不

足。 

・市民への啓発活動のた

めの 8020推進委員の人

数が減っている。 

 

・市との災害協定を平成 15

年に結んでいるが、時代に

合わせた内容に見直して

欲しい。災害時の活動が不

明確。 

グループ 

ホーム 

一円荘 

・職員の定着率が低く人材

不足で細やかなケアがで

きない。 

・人員不足で他の職種との

連携が取りにくい。 

・病院の相談室、在宅支

援室との連携がうまく

いっていない。 

・要介護認定が実際より低く

認定されている印象があ

る。 

老人保健 

施設 

まんさくの

里 

・在宅復帰の際のかかりつ

け医院との連携が取りに

くい。 

 

・地域のいきいきサロン

等の介護予防事業を老

健機能（マンパワーや

場所）活用も検討した

らどうか。 

・市で福祉フェアなど開催し

て各施設の紹介をし、市民

に施設を活用して欲しい。 

・地域のボランティア育成を

希望。 
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意見交換先 抱えている課題 地域医療についての思い 行政に求めるもの 

浜松市 

薬剤師会 

湖西地区 

・市内の薬局は、高齢化し

ており後継者不足。 

・在宅介護事業には、人

数確保と教育が必要。

市で多職種連携の体制

を作って質を上げて欲

しい。 

・災害時の連携体制充実を希

望。平時の各薬局での備蓄

薬品把握、情報共有を。 

特別養護 

老人ホーム 

光湖苑 

・近年介護福祉士等資格取

得の実習生が減少してい

る。入所要件の重度化（要

介護３以上）により職員

増が必要となっているが

不足。 

・地域包括支援センターの

受託費 1,500 万円では不

足し、特養から 500万円

繰り入れている。仕事も

オーバーワークである。 

・企業内託児所整備の補

助拡大がされれば、待機

児童の解消で潜在介護

人材を労働力にできる。 

・要支援１、２の軽度者の特

例入所の要件を緩和希望。 

 

浜名学園 

・通所利用者の通院時の情

報共有が不足している。 

・地域ケア会議に障がい者

施設・事業所が含まれて

いない。 

 ・病院内に障がい者用の待合

室を設置して欲しい。 

・市内に発達障害の患者が受

診できる医療機関が欲し

い。 

・福祉、医療、介護など障が

い者のための制度について

知りたい。 

湖西市社会

福祉協議会 

 ・病院を退院した後の医

師と開業医の連携が必

要。 

・市内に往診可能な病院・診

療所が増えて欲しい。 

・終末期医療のできる開業医

が増えて欲しい。 

 

  



 

8 

(1)意見交換後の委員会での考察 

 各団体からいただいた意見を取りまとめた結果、全体を通した課題として以

下の４点を抽出した。 

 

 1.体制の不備 ― 多職種連携・災害連携・行政が担うべき部分の明確化・

情報（ＩＣＴ）・専門職の地域派遣システム・ワンストッ

プ窓口等の不足 

 2.予算不足 ― 人員の配置・事業実施のための予算 

 3.医療・介護連携支援センターの早期設置 

 4.担当部署の明確化 ― 職員の責任者(リーダー)の決定 

 

 

(2)課題について行政に対する調査結果 

 委員会で課題として抽出した４点について、行政側の所管部署(健康福祉部)

に対して聞き取り調査を行った結果、以下の通り課題に対する現状を確認した。 

 

1.体制の不備 

 ・平成 28年度中に医療介護連携の推進協議会を設置予定。 

 ・「連携体制・情報共有はできている」という認識。 

→他の職種はそう考えておらず、行政との認識の違いがある。 

   

・社会福祉協議会への委託事業の進捗状況が不明確。 

  ・災害時の体制が不明確。 

  ・責任ある立場のリーダーシップ不足。 

  ・専門職を長く配置する必要性について、行政として認識不足。 

 

 2.予算不足 

  ・高齢者プランの見直しの中で対応・検討していく。 

 

 3.医療・介護連携支援センターの早期設置 

  ・平成 30年度までに専門職の配置。 

  ・湖西市にあった形で設置を検討。 

 

 4.担当部署の明確化 

  ・長寿介護課長を第一の責任者としているが、明確になっていない。 

   長寿介護課長→健康福祉部長→市長（最終） 

 

 

各種団体・行政との意見交換を行い、上記の課題について調査していく中で、

先進市を調査することで、課題を解決し、これからの湖西市に望ましい地域医

療のあり方を探っていくこととした。 
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２．管外所管事務調査の概要 

⑴ 静岡県掛川市：平成 29年２月６日視察 

 「掛川市の地域医療連携体制の構築について」 

ア 主な取り組み経過 

年度 取り組み 

平成 20年度 地域医療体制整備検討プロジェクトチームを設置 

平成 22年度 ・「地域医療推進課」を新設 

・多職種による連携意見交換会を開催 

・「地域包括ケア推進計画」を策定 

・「東部ふくしあ」開所 

・地域医療講演会の実施 

平成 23年度 ・「南部大須賀ふくしあ」、「南部大東ふくしあ」開所 

平成 25年度 ・中東遠総合医療センター開院 

・「西部ふくしあ」開所 

平成 26年度 「中東遠総合医療センター支援特別委員会」設置 

平成 27年度 ・「中部ふくしあ」開所 

・「希望の丘」グランドオープン 

平成 28年度 「掛川市健康医療基本条例」の制定 

 

  イ 掛川市の地域医療連携体制図※1 

 

  

                         
※1 掛川市行政視察資料(平成 29年) 
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ウ 主な取り組み概要 

 ○地域医療講演会 

市民が住み慣れた地域で最期まで暮らせる選択をできるよう、医療に

関する知識、健康に関する意識向上等を図る目的に講演会を実施。 

 

○中東遠総合医療センター 

袋井市と病院企業団を設立し、中東遠地域の基幹病院として開院。 

平成 28年８月には県から地域医療支援病院の承認を受け、医療従事者

の資質向上を図る研修会の実施、医療機器等の共同利用など地域医療

機関との連携を強化し、地域完結型医療を推進。 

 

○地域健康医療支援センター「ふくしあ」の設置 

行政・地域包括支援センター・社会福祉協議会・訪問看護ステーショ

ンで構成し、市内５か所に開設。執務室のワンフロア化や、医療・保

健・福祉・介護に関する総合的受付や相談対応、情報提供できる総合

的な在宅支援窓口の設置により、迅速な多職種連携が可能となり、市

民が安心して生活できる体制づくりを構築。 

 

○希望の丘 

医療、保健、福祉、介護、教育に関する施設を集約し、「いのち」を育

む拠点として設置。各施設が他の施設との連携で機能が強化し、中東

遠総合医療センター、「ふくしあ」とあわせ、市内全域に様々な支援の

手が届く体制が整備。また、地域住民も参加する「希望の丘運営委員

会」を設置するなど、官・民・地域の協働も推進。 

 

エ まとめ 

医療・保健・福祉・介護の多職種連携による在宅の総合支援を高齢者

だけでなく若い世代から対象としている。また、行政が専門職とともに

コーディネート役として関わることで垣根のない支援体制を築き、地域

と密接な関係による多職種連携を実現している状況は、地域包括ケアシ

ステム構築を進める上で大いに参考となる。 
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(2) 福島県須賀川市：平成 30年１月 16日視察「地域医療について」 

ア 主な取り組み経過 

年度 取り組み 

平成 20年度 ・須賀川市地域医療協議会を設立 

・「地域医療を考える講演会」を開催 

平成 21年度 「地域医療を語る会」を開催 

平成 22年度 須賀川市、岩瀬郡、石川郡の関係者等で「須賀川、岩瀬

及び石川地方地域医療懇談会」を設立 

平成 24年度 福島県立医科大学内に「周産期・小児地域支援講座」（寄

附講座）を設置 

平成 25年度 パンフレット「まもろう！地域医療」を作成 

平成 27年度 「地域医療を守る市民基金」を創設 

平成 28年度 ・長寿介護課内に「地域包括推進室」を設置 

・「須賀川市・鏡石町・天栄・玉川村地域医療体験研修」

の実施 

・公立岩瀬病院に地域包括ケア病棟が開設 

平成 29年度 公立岩瀬病院に産婦人科が開設 

 

イ 地域医療取り組みイメージ図※2 

 

 

  

                         
※2 須賀川市「まもろう！地域医療」平成 25年 
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ウ 主な取り組み概要 

○地域医療協議会 

地域医療に係る諸問題について、行政・医師会・歯科医師会・救急告示

病院・市民等が議論する場として設立。救急医療、小児医療、医療機関

などの課題に取り組み、休日夜間急病診療所で平日夜間診療の実施や地

域連携パスを実現。 

 

○地域医療懇談会 

須賀川市、岩瀬及び石川地方の地域医療のあり方について、共有認識を

持ち、抱えている課題を意見交換する目的で設立。行政・医療関係者・

公的病院で構成し、医師不足、救急医療、小児救急などの課題について

を協議。安心して産み育てる環境の維持について、公立岩瀬病院に産科

開設を目指すことに合意し、平成 29年４月に産婦人科が開設。 

 

○地域医療を守る市民基金 

安心して子どもを産み育てるための医療環境の確保と医療体制の充実

を市民と共に守り支え合うことを目的に創設。市内外を問わず、趣旨に

賛同した個人、団体から寄付を受け付け、公立病院の産科・婦人科と小

児医療に係る施設、設備等を整備する事業に充当。 

 

エ まとめ 

須賀川市では、医療機関だけでなく医療を受ける側の市民とそれを支

える行政がそれぞれの立場で行動し、みんなで支え合うことで成り立っ

ていた。地域医療のあり方や地域の課題を市長主導による懇談会や協議

会で協議、検討し取り組み体制が整備されている。 

また、地域医療を守る市民基金については、地域医療を将来にわたり

守り支える意識醸成を目的に創設されており、地域医療に対する意識が

高い。 
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(3)  東京都稲城市：平成 30年１月 17 日視察 

「あるべき医療提供体制の実現に向けた取り組みについて」 

ア 主な取り組み経過 

年度 取り組み 

平成 27年度 ・「医療に関する市民意識調査」を実施 

・いなぎ在宅医療・介護相談室を開設（医師会へ委託） 

・「稲城市医療計画」を策定 

平成 28年度 ・在宅医療支援病床確保事業の開始 

・「稲城市在宅医療・介護連携マップ」を作成 

・電子母子手帳サービスを開始 

平成 29年度 ・認知症初期集中支援チームを設置（民間病院へ委託） 

 

 

イ 2025年の稲城市の医療提供体制のあるべき姿※3 

 

 

 

  

                         
※3 稲城市「稲城市医療計画 本編」平成 28年 
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ウ 主な取り組み概要 

○稲城市医療計画 

 平成 26年６月施行された医療介護総合確保推進法により、平成 28年

東京都地域医療構想が策定。この構想は二次医療圏単位で検討され、

市の医療提供体制や市民ニーズが反映されないことを懸念。 

 また、2025 年に向けての高齢者数の増加等から医療・在宅療養のニー

ズが高まり、市内地域医療の偏在化、産科・小児医療提供体制の不足

などの医療課題を認識。 

解決策として、医療資源の確保、在宅医療・介護連携等を推進するた

め、現状分析し、関連の協議会に諮りながら稲城市の地域医療政策を

図るため策定。 

 

○医療に関する市民意識調査 

医療計画の策定にあたり、市の現状を把握するため、市民への医療ニー

ズ調査、医療機関へのアンケート調査、国保・後期高齢者のレセプトデ

ータや救急データの分析等を実施。調査報告書とともに「あるべき医療

提供体制の実現に向けた取組」を作成し、2025年に向けた取り組みを

整理。 

 

エ まとめ 

これからの地域医療について危機感を持ち、市民ニーズ等を調査、あ

るべき姿の実現に向けた市独自のビジョンを策定されたことに感銘。市

民や市内の医療機関等へ市の方向性を示すことが必要。 
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(4)  茨城県阿見町・筑見区自治会：平成 30年７月 30日視察 

「地域包括ケアシステムの取り組みについて」（阿見町） 

ア 主な取り組み経過 

年度 取り組み 

平成 27年度 ・多職種による研修会を開催 

・住民任意団体が「認知症カフェ」を開設 

（平成 29年度から町委託事業） 

平成 29年度 地域包括支援センターに初期認知症初期集中支援チーム

を配置 

平成 30年度 ・「在宅医療・介護連携マップ」の作成・公開 

・情報共有シートの試用・検証 

 

イ 主な取り組み概要 

○在宅医療・介護連携事業 

医療、介護関係職による在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、在

宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討。また、在宅医療・介護

連携マップ作成、配布、その他に医療・介護関係者の情報共有シート

の試用・検証、多職種により退院カンファレンスを実施している。 

 

○認知症総合支援事業 

地域包括支援センターに認知症初期集中支援チームを設置し、認知症

地域支援推進員を配置。また、認知症簡易判断システムをウェブサイト

で提供や認知症カフェ（オレンジカフェ）２カ所を開設している。 

                        

 ○地域包括ケアシステム推進のための人材育成 

県立医療大学と連携した地域包括ケアリーダーの養成、県立健康プラザ

と連携したシルバーリハビリ体操指導士の養成講座を開設し、人材育成

に努めている。 

 

ウ まとめ 

大学病院などの医療資源に恵まれている中でも、町独自での人材育成と

して、県立医療大学と連携して地域包括ケアリーダーを養成するなど積

極的に取り組んでいた。 
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「地域住民の助け合い運動について」（筑見区自治会） 

ア 主な取り組み経過 

年度 取り組み 

平成 11年度 高齢者等送迎システム「ふれあい」を開始 

平成 12年度 高齢者等の健康づくりなどの活動「筑見いきいき」を開始 

平成 21年度 ・気軽に余暇を過ごせる場「筑見ふれあい交流会」の支援

開始 

・災害時の要援護者を対象に「安否確認システム」を開始 

平成 22年度 「筑見福祉計画（ガイドライン）」を策定 

平成 24年度 ・高齢者、障がい者等のための日常支援情報ツール「つく

み支え合い（タウンページ方式）」を開始 

・高齢者送迎システム「つくみ乗り合い」を開始 

・「筑見ふれあい館」を開設 

 

イ 主な取り組み概要 

○「筑見福祉計画（ガイドライン）」の策定 

筑見区は、昭和 44年以降、高度経済成長期に宅地開発が進んだことで、

高齢化率 40％を超えた。住み慣れた筑見で元気で暮らしていくため、

住民自ら今後の福祉のあり方を検討する筑見福祉計画策定委員会を設

置し、策定。多くの事業を推進している。 

 

○交通弱者のための送迎システム 

高齢者や障がい者が駅や病院までの送迎を無料で利用できる「ふれあ

い」と、高齢者の土日の買い物を送迎する「つくみ乗り合い」を開始

し、住民同士での支えあいを実践。 

 

   ○「筑見ふれあい館」の開設 

地域交流の活性化と孤独死を防ぐことを目的に開設。喫茶室・子供図

書室・多目的室を整備し、地域住民自身により運営。 

 

ウ まとめ 

「共助の精神」を生かしたセーフティーネット（支え合い・助け合い）

を目指し、行政に頼らない活動を実施。 
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(5)  茨城県土浦市：平成 30年７月 31 日視察 

「在宅医療と介護の連携について」 

ア 主な取り組み経過 

年度 取り組み 

平成 26年度 ・土浦市在宅医療・介護連携拠点事業推進協議会を設置 

・「在宅療養における課題把握のための調査」を実施 

・多職種連携意見交換会・研修会の開催 

・市民講演会の開催 

平成 27年度 ・「在宅ケア連携手帳」を作成 

・「急変時の対応シート」を作成 

・パンフレット「在宅医療と介護のススメ」の作成・配布 

平成 28年度 ・高齢福祉課内に「地域支援係」を新設 

・医療・介護の情報リストの作成 

平成 29年度 ・「在宅ケア連携手帳」及び「急変時の対応シート」の活

用状況を調査 

平成 30年度 「病診連携協議会」の設置（医師会主導） 

 

 

イ 在宅医療・介護連携推進事業図※4 

  

                         
※4 土浦市「土浦市の在宅医療・介護連携拠点事業紹介」平成 27年 
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ウ 主な取り組み概要 

○土浦市在宅医療・介護連携拠点事業推進協議会の設置 

 在宅医療・介護連携推進事業開始以前から、全世代を対象とした多

職種による個別ケースの支援等の基盤が整っていた。委員については、

医師会等の職能団体の代表者や現場職員の選出を依頼し、団体を通じて

事業の周知、協力依頼が行える体制を整備。 

 

○「在宅ケア連携手帳」、「急変時の対応シート」の作成 

「在宅における課題把握のための調査」結果から、在宅療養を支援する

ため、多職種がより効果的に情報共有ができる連携ツールとして、「在

宅ケア手帳」（在宅版Ａ４サイズ、携帯版Ａ５サイズの２種類）を作成。

また、在宅療養時に急変した際、その場に居合わせた人が安心して適切

な対応できる連絡体制を構築するため「急変時の対応シート」を作成。 

 

○「地域支援係」を新設 

 新しい地域支援事業拡充のため、平成 28年度に係を新設。当初は４名

体制であったが、現在は保健師２名、社会福祉士１名の専門職を含めた

７名を配置。 

 

○「地域ケアコーディネーター」の設置 

各公民館へ社会福祉協議会の専門職員を配置。高齢者だけでなく、障が

い者や児童などファミリーケアの相談窓口として機能。 

 

エ まとめ 

在宅医療・介護連携拠点事業の開始当初から、土台づくり事業（地域

課題の抽出・共有）と仕組づくり（地域課題解決に向けた検証）を推進。

これにより多職種が連携し、新しい地域支援事業に対応した前向きな取

り組みが実現していた。 

また福祉施策の推進にあたって、行政と社協の取り組みが車の両輪の

ように分担し、円滑に運営されている。 
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第４ 調査研究事項に関する考察 

１．調査から見えてきたこと 

委員会で抽出した４点の課題について、先進地調査に加えて、その後の行

政所管部署の進捗状況を確認した結果は以下のとおりである。 

 

 ①体制の不備 

  ⇒先進市では多職種連携のためのプロジェクトチーム、専門部署が

設置されており、課題解決のための責任部署が明確化されていた。 

   湖西市では各担当での事業は推進されているが、担当間をつなぐ

ための専門部署がないため、行政と各職種の連携に関する認識に差

が生じている。 

 

 ②予算不足 

  ⇒高齢者プランに沿った事業推進のためには十分な予算措置が必要。

実現に向けて財政部署との協議に加えて、福島県須賀川市で実施さ

れていた市民基金の設置の検討なども考えられる。 

 

 ③医療・介護連携支援センターの早期設置 

  ⇒非常勤専門職を配置し平成 30年４月からスタートしているが、各

医療・介護機関との連携調整や相談業務など、センター業務の重要

性から常勤の職員の配置が望ましい。 

 

 ④担当部署の明確化 

  ⇒全ての事業を統括し基幹となる専門部署の設置が必要。 
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２．湖西市において望ましい/求められる地域医療の姿 

  湖西市において最も大きな課題は、地域医療に関わるそれぞれの分野間の

連携に関する認識に差が生じていることであった。 

  このことから、当委員会では各分野との意見交換や調査を通して、湖西市

において望ましい地域医療の姿について協議し、以下の図のとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政の役割…地域医療のけん引役として、市民の健康増進に関する総合的な

役割を担い、推進体制の整備・充実を図る。 

 

 市民の役割…地域医療体制を支える一員であり、自身の健康維持と支え合い

社会への協力に努める。 

 

 医療の役割…各医療機関は市の医療計画に基づいて機能分担し、地域医療の

充実を図る。  
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第５ 提言 

以上のとおり、地域医療等対策特別委員会における地域医療に関する調査研

究の結果から、次の２項目について提言する。 

 

 

１. 地域医療推進のための専門部署を設置し、切れ目のない多世

代にわたる地域医療を提供すること 
 

 ①地域医療推進のための部署を設置すること。 

②地域医療について、市独自の計画・プラン等を作成すること。 

③医療・介護連携支援センターに常勤の専門職員を配置し、あわせて継続

した人材育成に取り組むこと。 

 ④乳幼児から障がい児・者、高齢者までの連携のとれた地域医療を構築す

ること。 

 

 

２. 地域医療を守るための市民基金の設置をすること 
 

 地域医療の充実を図る財源を確保するため、基金の創設について検討する

こと。 
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