
は じ め に

急速な少子高齢化の進展、家族や地域の支え合い機能の低下、地域住民相互の社会的つながりも希

薄化するなど地域における暮らしは大きく変化しています。

親の子育ての負担感の増大や児童虐待件数の増加、生活習慣を起因とする疾病や要介護者の増加、

病院の医師不足、さらには、冬季に多発する食中毒など様々な課題が生じています。

また、これまで風水害を対象としていた、高齢者、障害者および難病在宅患者など「災害時要援護

者」への災害時支援は、東日本大震災を契機に、大地震による建物やライフラインの被災、原子力発

電所の停止による計画停電等にも備えて、市町域を超えた広域での対応など支援対策の見直しが必要

となっています。

このような社会環境の変化等から生じる新しい課題に迅速かつ適切に対応しなくてはいけません。

また、社会で子育ての気運を醸成し、子育て・子育ちを支える地域づくりの展開を支援するため、

「子育て三方よしコミュニティ」づくり事業を推進する必要があります。

すべての県民が何歳になっても自らが“人生の主役”と感じられる健康長寿社会と住み慣れた地域

における安心システムの構築に向けて、自助、共助、公助、商助の協働により高齢者施策の総合的な

取り組みを進めていく必要があります。

本県においては、必要なときに安心して医療が受けられるよう、平成２２年度から平成２５年度末

までの間、滋賀県地域医療再生計画に基づき、地域医療提供体制の整備を図り、特に湖東・湖北医療

圏においては、病院医師確保と救急医療体制の充実、回復期リハビリ病床整備などの医療機能の強化

が課題であり、共通の課題解決のため、湖東・湖北医療圏地域医療再生計画に基づく事業の推進を図

ってまいりました。

また、「医療福祉を推進する湖東地域協議会」を平成２４年度に設置し、平成２３年度に策定した

「湖東圏域医療福祉ビジョン」の具体化、地域における医療福祉・在宅看取りを推進しております。

このほか、「障害者福祉しがプラン」に基づき、障害のある人が地域で暮らし働き活動する場の更

なる充実を図り、必要なサービスが受けられるよう計画的な基盤整備の促進に努めるなど総合的な地

域ケア体制の整備を図っています。

生活習慣病対策では、全死因の３割以上を占めるがんを始め、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などの

生活習慣病が６割以上を占めていることから、これらの疾患に対して市町や医療保険者が行う事業が

効果的に実施されるよう職域等とも連携を図り、疾病予防、重症化予防に向けた取り組みが出来るよ

う、顔の見える関係づくりに取り組みます。また、脳卒中を起因とする疾病や歯科口腔領域における

疾患やケアについて、入院から在宅療養に至るまで切れ目のない医療・保健・福祉の連携のもとトー

タルに支援できるシステムの運用を図っているところです。

また、食品の安全確保については、「滋賀県食の安全・安心アクションプラン（平成２１年３月改

訂）」に沿って消費者、事業者、および行政の三者協働による取り組みの推進に努めております。

この冊子では、湖東健康福祉事務所が実施している上記のような医療、保健、福祉の分野の基本的

情報を取りまとめたものです。関係機関の皆様の日頃の活動にご活用いただければ幸いです。

平成26年3月

湖東健康福祉事務所長(彦根保健所長)

小 林 靖 英
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本書で用いる比率の算出方法等

年間の事件数
○出生率・死亡率・自然増加率・婚姻率・離婚率＝ ×1,000

人 口

乳児・新生児・早期新生児死亡数
○乳児死亡率・新生児死亡率・早期新生児死亡率＝ ×1,000

出 生 数

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（２８日）未満の死亡、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（自然・人工）数
○死産率・自然死産率・人工死産率＝ ×1,000

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
○周産期死亡率＝ ×1,000

出生数＋妊娠満22週以後の死産数

新登録患者数 登録患者数
○結核り患率＝ ×100,000 ○結核有病率＝ ×100,000

人 口 人 口

○表上欄に記載のない場合は、年度統計を示す。


