
はじめに 

 

 

日本では少子高齢化と人口減少が進行し、滋賀県も例外ではありません。家族や地域社会

のあり方も変容する中、医療や介護、子育て等への不安や負担感、経済的困窮、社会的孤立

などの問題を抱える人も多くなっています。現在は、「児童、高齢者、障がい者等の社会的

弱者といわれる方も含めた全ての人々の生老病死を支える基盤を今まで以上に強固にして

おかねば安心できる未来が迎えられない」、ちょうどそんな状況ではないかと思います。 

基盤には国でつくられる制度もありますが、身近な地域においては、医療や福祉に関わる

機関と人々、行政機関や民間が、いかに良いネットワークをつくって安心できる地域を作っ

ていけるかが重要なポイントになると考えます。当管内では、平成２３年度に「湖東圏域医

療福祉ビジョン～どんな状態でも自分らしくいきいきと暮らせるための安心安全な在宅医

療福祉の仕組みがある地域をめざして～」を策定しました。平成２４年度からは住民、医療

福祉、行政分野の委員による「医療福祉を推進する湖東地域協議会」を設置し、各団体市町

の医療福祉・在宅医療推進事業と調整しながら事業を行っております。 

平成２２年度から２５年度の滋賀県地域医療再生計画では、管内でも様々な取り組みがさ

れました。中でも平成２６年１月に開所された彦根市保健医療複合施設「くすのきセンター」

には、医療福祉推進センター、休日急病診療所、医療介護関係諸団体の事務所が入り、圏域

１市４町の地域医療在宅医療の連携拠点、休日の１次救急医療機関として、今後の発展が期

待されているところです。また、平成２５年度湖東湖北管内で医療情報ネットワークの運営

が開始され、ＩＣＴを用いて病院の診療情報が閲覧可能になりました。このネットワークは

２６年夏に全県運用のびわ湖メディカルネットと接続され、県医師会の淡海あさがおネット

と合わせて、病院から在宅支援事業所までの切れ目ない連携を支えるシステムとなりました。 

当事務所では、上記事業の支援も含め、管内の保健・医療・福祉の様々な分野の機能強化

と円滑な連携に向けて一心に取り組んでおります。さらに公衆衛生の専門機関として食品衛

生、薬事衛生、感染症対策、生活習慣病対策、精神保健福祉、自殺予防対策などを進めると

同時に、４町の福祉事務所として生活保護、児童・母子福祉にも役割を果たしております。

健康危機発生時の対応も重要な役目です。今後とも地域の皆様のお役に立てるよう尽力する

所存ですので、よろしくお願い申し上げます。 

本事業年報は、平成２５年度の管内の基本情報、湖東健康福祉事務所で実施した事業をま

とめたものです。関係機関の皆様の資料作成や事業にご活用いただければ幸いです。 

 

平成２７年２月 

湖東健康福祉事務所長 

瀬 戸 昌 子 
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本書で用いる比率の算出方法等

○ 出生率・死亡率・自然増加率・婚姻率・離婚率 ＝ ×1,000

○ 乳児死亡率・新生児死亡率・早期新生児死亡率＝ ×1,000

※乳児死亡とは生後１年未満の死亡、新生児死亡とは生後４週未満(２８日)の死亡、早期新生児死亡
とは生後１週(７日）未満の死亡をいう。

○ 死産率・自然死産率 ＝ ×1,000

○ 周産期死亡率 ＝ ×1,000

○ 結核罹患率 ＝ ×100,000 ○ 結核有病率 ＝ ×100,000

○ 表上欄に記載のない場合は、年度統計を示す。
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   人口 
 死 亡 数 

  出 生 率 

 死 産（自然・人工）数 

 出 産（出生＋死産）数 

 妊娠満 22 週以後の死産数 ＋ 早期新生児死亡数 

      出生数＋妊娠満 22 週以後の死産数 

 新登録患者数 

   人 口 

 登録患者数 

   人 口 


