
達成度
◎　100％以上達成
○　80％以上達成
△　60％以上達成
×　60％未満

課題
（何を）

具体施策
（どのように）

目標値
（どれくらい）

目標
（どんな状態にする）

達成状況
達成
度 今後の対応

●健康危機管理調整会議を定
期・随時に開催し、新型イン
フルエンザなどの感染症その
他原因不明の健康被害などの
発生予防、早期対応、拡大防
止を図ります。

●定例開催年１回、および必
要に応じて随時開催します。

●関係機関団体が情報共有し
ながら総合的な対応を図るこ
とができ、住民の健康被害の
発生防止・早期対応等が図ら
れています。

●定例会議を8月7日に開催
し、集団的健康被害の発生時
における連絡系統を確認する
など、各関係機関の対応につ
いて情報共有を図りました。
●エボラ出血熱患者発生時に
おける対応訓練に参加すると
ともに、消防機関との協力体
制について情報共有を図りま
した。

◎

・今後とも、各関係機関と連
携を密にし、マニュアルの整
備・見直し等を通じて、健康
危機に対して的確に対応でき
るよう努めます。

●災害時医療救護対策を推進
します。

●関係機関・団体との定期的
な会議(湖西地域災害医療体制
検討委員会)を開催し平時およ
び緊急時の体制整備を図りま
す。（年１回）

●災害発生時に迅速な対応を
図ることにより、負傷者等の
救助（治療）が円滑に遂行で
きるようになっています。

●委員会を8月7日に開催（健
康危機管理調整会議と合同）
し、災害時における各関係機
関の医療救護活動について情
報共有を図りました。
●10月に震災時の業務継続計
画を策定しました。
●医療・救護初動マニュアル
参集訓練、災害救助用備蓄物
資払出訓練、原子力防災訓練
等に参画しました。

◎

・「滋賀県広域災害時におけ
る医療救護活動指針」や「滋
賀県緊急被ばく医療マニュア
ル」などに基づく訓練等に参
加し、医療救護活動がより円
滑に実施できるよう努めま
す。

●食中毒、感染症、こころの
健康などの専門知識を有する
職員を「健康教室」や「研修
会」へ講師として無料で派遣
し、住民の健康増進や衛生知
識の向上を図ります。

●健康教室・研修会を年２０
回開催(派遣)します。

●健康増進への住民理解が深
まっています。
●住民に衛生知識が浸透し食
中毒、感染症の予防や拡大防
止が図られています。

●食中毒予防や禁煙などにつ
いて講習会を開催し、衛生知
識の向上と健康増進への理解
を深めました。
・健康教室・研修会
　　25回（H27.3月末） ◎

・「湖西の健康福祉だよ
り」、ホームページ等で紹介
することで、関係機関・団体
に活用いただけるよう促しま
す。

目標２
　健康福祉にか
かる多様な住民
ニーズに迅速な
対応を図ります
　
【住民が健康でい
きいきと暮らすた
めの健康福祉情報
の発信、健康増
進・衛生知識の普
及啓発】

住民の健康を守
るため災害や健
康危機に対して
関係機関団体と
連携し対策を講
じます

目標１

平成２６年度 高島健康福祉事務所(高島保健所) 組織目標・評価

子ども、高齢者、障がいのある人をはじめとして、誰もがいきいきと健康で安心して暮らすことができる地域
の実現を目指します。

人員１７名（医師、獣医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、事務職員など）

事業の実施を通じて地域住民の健康と福祉を支えると共に、関係機関や関係団体などと連携し地域課題の改善
に取り組みます。

■ 組織の使命

■ 組織の経営資源

■ 県民へのメッセージ



課題
（何を）

具体施策
（どのように）

目標値
（どれくらい）

目標
（どんな状態にする）

達成状況
達成
度 今後の対応

●健康福祉情報の積極的な提
供を図ります。

●「湖西の健康福祉だより」
を年４回（約1,900部／1
回）関係機関・団体へ発行
し、健康福祉情報を積極的に
発信します。

●最新で正確な健康・衛生情
報を住民が入手しやすくな
り、生活に役立っています。
●健康福祉行政への信頼感が
より一層高まっています。

●「湖西の健康福祉だより」
を発行し、健康衛生情報を発
信しました。（各1,900部）
・6月：初夏号（VOL.65）
　　特定疾患、不妊治療、熱
　　中症、風しん予防等
・9月：初秋号（VOL.66）
　　特定疾患更新、医薬品適
　　正使用、相談窓口案内等
・11月：初冬号（VOL.67）
　　指定難病、ノロウイルス
　　毒キノコ、福祉用具等
・2月：早春号（VOL.68）
　　野菜たっぷり店、狂犬病
　　予防注射、福祉用具、講
　　演会案内等

◎

・計画どおり年４回発行し、
地域の方々にタイムリーな情
報提供を行いました。今後
も、紙面に工夫をしながら、
積極的な情報発信に努めま
す。

目標３
障がい者の社会
参加を促進し、
自立を支援しま
す

●関係機関・団体と協働し、
障がい者の一般就労に向けた
支援を行います。
●精神障がい者の退院・地域
移行が円滑にいくよう支援し
ます。

●一般就労に向けた支援とし
て、精神障がい者３名に対
し、精神保健職業リハビリ
テーション事業の活用を図り
ます。
●新たに精神障がい者１名が
地域移行できるよう、関係機
関・団体等と連携しつつ必要
な支援を行います。

●障がい者が生きがいをもっ
て仕事に従事し、日々充実し
た生活が送れています。
●精神障がい者が住み慣れた
地域でいきいきと生活してい
ます。

●精神保健職業リハビリテー
ション事業
　　継続：1名
　　新規：なし（新規利用に
　　向けたケース会議：2名）
●地域移行については、コン
パスでの一般相談(H26:12名)
がありましたが、個別給付に
至るケースはありませんでし
た。

△

・精神保健職業リハビリテー
ション事業については、今後
も引き続き、新規利用の促進
に努めます。
・地域移行の促進について
は、個人の意向を尊重しつ
つ、引き続き関係機関・団体
等が連携し支援に努めます。

●「医療福祉を推進する高島
地域協議会」（年２回開催）
●高島地域医療福祉ビジョン
に基づき、研修、啓発などの
事業を各構成機関・団体との
協働も含め実施するととも
に、２年間の事業評価を踏ま
えて高島地域医療福祉ビジョ
ンの見直しを行います。

●高島地域医療福祉ビジョン
の実現に向けた、住民誰しも
が最後まで地域で安心して自
分らしく暮らせて看取られる
医療福祉の取り組みが進みま
す。

●地域協議会を８月７日、３
月１６日に開催しました。今
年度は高島市が実施する在宅
医療推進地域モデル事業と連
携することにより、事業の推
進を図ることができました。
●高島地域医療福祉ビジョン
については、策定後３年が経
過し、その間の状況の変化等
を踏まえた所要の見直しを行
いました。

○

・高島地域医療福祉ビジョン
に基づく事業の推進にあたっ
ては、地域医療構想や高島市
介護保険事業計画による事業
と調整・協働しながら、地域
の医療福祉を効率的・効果的
に推進します。

●「医療福祉を推進する高島
地域協議会」が中心となり、
高島地域医療福祉ビジョンに
基づく事業を推進します。

目標４
高齢者等の医療
福祉を支えます



課題
（何を）

具体施策
（どのように）

目標値
（どれくらい）

目標
（どんな状態にする）

達成状況
達成
度 今後の対応

●地域の保健、医療および福
祉の連携および調整を図りま
す。
●病期に応じた医療提供体制
の充実を図るため、地域の医
療連携による地域連携クリ
ティカルパスの推進を図りま
す。
●脳卒中連携クリティカルパ
スの運用件数　１０件

●役割に応じた機能整備が図
れます。
●総合的な保健医療提供体制
の充実が図れます。
●質の高い在宅医療の提供に
つながります。

●地域協議会の開催や市・各
関係機関団体の会議等への参
画、事業の共同実施等によ
り、地域の保健、医療および
福祉の連携調整・推進を図り
ました。
・10月に在宅療養啓発チラシ
を全戸配布
・12月、1月に在宅医療介護
従事者研修会を高島市との共
催で開催
・3月に在宅療養と看取りを
テーマに医療福祉を推進する
講演会を開催
●脳卒中連携クリティカルパ
スの運用件数
　　27件（H27.2月末）

◎

・市、各機関団体と役割分担
しながら、連携・協働による
効率的・効果的な事業推進を
図ります。
・クリティカルパスの運用件
数が増加し、病期に応じた医
療連携が推進されています。
今後も高島市医療連携ネット
ワーク運営協議会と連携しな
がら、パスの推進を図りま
す。

●関係機関・団体と協働し、
情報共有を図るとともに、認
知症に関する正しい理解の普
及と支援ネットワークの構築
を行います。また研修事業を
開催し関係者の力量アップを
図ります。

●認知症相談医フォローアッ
プ研修会（年１回）を開催し
ます。
●多職種協働研修会（年２
回）を開催します。
●認知症理解を深めるための
講演(研修)会（年１回）を開催
します。

●関係者の認知症に対する理
解が深まり顔の見えるネット
ワークが構築されるととも
に、管内の課題に対しての解
決策を具体的に提示できるよ
うになっています。
●認知症に対する住民や関係
者の理解が進み地域全体で支
え合うことができています。

●認知症相談医フォローアッ
プ研修会を高島市医師会との
共催により11月25日に開催
　参加者：52人(うち医師9人)
●認知症ケア職種協働研修会
(3月12日・市主催)に参加
●認知症理解を深めるための
講演会（認知症フォーラム）
を市主催、地域協議会共催に
より9月23日に開催
　参加者：181人

○

・認知症に対する正しい理解
の普及や支援者のネットワー
クの構築、人材育成が一層図
られるよう、関係機関・団体
と協働しながら、引き続き研
修会等を実施します。

目標5
食の安全確保 ●高島保健所食品衛生監視指

導計画を策定し、計画に基づ
いて監視指導を実施します。

●食品衛生監視指導：１1００
件

●食品衛生情報の発信が図れ
ます。
●食品営業施設の衛生向上が
図れます。
●食品の安全確保につながり
ます。

●食品衛生監視指導を通じ
て、食品営業施設の衛生向上
および食品の安全確保を図り
ました。
・食品衛生監視指導
　　1,152件（H27.2月末）

◎

・今年度管内において食中毒
が発生したことから、引き続
き、監視指導を通して食品営
業者への啓発を行っていきま
す。


