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基 本 目 標 １  保 健 対 策 の 推 進  
 

・主要課題（１）疾病予防の推進 

 

主要な死亡原因である「がん」と「循環器疾患」に加え、患者数が増加傾向

にあり、かつ、重大な合併症を引き起こすおそれのある「糖尿病」 1などの生

活習慣病は、定期的に健康診査等を受診して生活習慣病の芽を見つけ、生活改

善につなげることにより疾病を予防するとともに、重症化を防ぐため、疾病を

早期に発見し、早期治療につなげることが重要です。 

 

【施策①：健康診査等の推進】 

「健康かわごえ推進プラン」に基づき、健康診査やがん検診の意義や必要性

についての正しい知識の普及を図るとともに、受診方法や受診しやすい体制の

整備を進め、受診率の向上による疾病予防を推進します。 

 

 

 指標１：国民健康保険特定健康診査の受診率（国民健康保険課） 

平成 25 年度 
⇒ 

目標値（平成 29 年度） 

３８．９％ ６０％以上 

『第２期川越市国民健康保険特定健康診査等実施計画』から 1 

 

 指標２：後期高齢者健康診査の受診率（高齢・障害医療課） 

平成 25 年度 
⇒ 

目標値（平成 30 年度） 

２９．４％ ４０％以上 

『健康かわごえ推進プラン』から 9 

 

 指標３：川越市がん検診の受診者数（健康管理課） 

平成 25 年度 

⇒ 

目標値（平成 30 年度） 

胃がん：    2,761人 

肺がん：    2,789人 

子宮がん（頸部）5,258人 

子宮がん（体部）1,220人 

乳がん：    5,324人 

大腸がん：  21,531人 

胃がん：    3,000人以上 

肺がん：    3,000人以上 

子宮がん（頸部）7,000人以上 

子宮がん（体部）2,000人以上 

乳がん：    7,000人以上 

大腸がん：  25,000人以上 

『健康かわごえ推進プラン』から 10 

 

  

                                            
1 健康日本 21（第 2 次）の推進に関する参考資料（平成 24 年 7 月）厚生科学審議会地域保健健

康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会 
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【施策②：生活習慣病等の重症化予防】 

「健康かわごえ推進プラン」に基づき、特定保健指導の受診促進に向けて、

受診しやすい体制の整備を進めるとともに、受診勧奨者や医療が必要な市民が、

適切な治療を受けられるよう支援します。 

 

 指標１：国民健康保険特定保健指導の実施率（国民健康保険課） 

平成 25 年度 
⇒ 

目標値（平成 29 年度） 

１２．５％ ６０％以上 

『第２期川越市国民健康保険特定健康診査等実施計画』から 2 

 

 指標２：がん検診精検受診率1（健康管理課） 

平成 25 年度 

⇒ 

目標値（平成 30 年度） 

胃がん：    81.1% 

肺がん：    80.7% 

子宮がん（頸部）58.7% 

乳がん：    76.7% 

大腸がん：   58.9% 

胃がん：    90%以上 

肺がん：    90%以上 

子宮がん（頸部）90%以上 

乳がん：    90%以上 

大腸がん：   90%以上 

『健康かわごえ推進プラン』から 11 

 

 指標３：三大生活習慣病死亡数の比率（健康管理課） 

平成 23-25 年度平均 
⇒ 

目標値（平成 28-30 年度平均） 

５８．０１％ ５７．０％ 

 

 

≪特定健康診査・特定保健指導とは≫ 

特定健康診査・特定保健指導は、特にメタボリック・シンドロームに着目

した健康診査や保健指導を行い、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活

習慣病の発症や重症化を防ごうとするものです。医療保険者に義務付けら

れ、平成20年度から実施されています。 

 

≪健康診査の担当課等≫ 

40～74歳の川越市国民健康保険加入者 国民健康保険課 

75歳以上及び一定の障害を有する65歳以上の埼玉県

後期高齢者医療加入者 

高齢・障害医療課 

上記以外の社会保険等加入者 勤務先等の担当 

 

  

                                            
1 精検受診率：精密検査が必要と判定された人のうち、実際に受診した人の割合  
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・主要課題（２）精神保健福祉の推進 

 

少子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸を実現するには、身体の健康ととも

に、こころの健康を維持することが重要です。こころの健康とは、自分の感情

に気付いて表現できることや、状況に応じて適切に考えて現実的な問題解決が

できること、他人や社会と建設的で良好な関係性を築けることなどを意味して

おり、健全な社会生活を送る上で、生活の質に大きく影響します。 

こころの病気への対応には、個人を取り巻く周囲の人々の理解を深めるとと

もに、適切に対応できる受け皿づくりを充実させていく必要があります。 

 

【施策①：こころの健康対策】 

 

 取組１：相談支援体制の充実（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．精神保健福祉

相談 

精神保健福祉士・保健師が、市民のこころ

の健康や精神保健福祉に関する相談を随時

受け、問題解決に向けたアドバイスを行い

ます。 

継続 

２．精神保健福祉

専門相談 

精神科医がこころの健康に関する相談を受

け、問題解決に向け、方向性をアドバイス

します。 

継続 

３．うつ・アルコ

ール・ひきこも

り相談 

うつ・アルコール・ひきこもりについて、

相談日を設定します。うつ病の家族教室や

青年期ひきこもり事業などにより、更に充

実を図ります。 

継続 

 

 取組２：普及・啓発事業（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．市民向け講演

会の開催 

精神保健福祉に関する正しい理解と知識の

普及、情報提供を図るため、一般市民を対

象に、精神保健福祉に関する講演会を開催

します。 

年１回

の定期

開催 

２．精神障害者の

しおり等による

普及・啓発 

相談者を対象に、リーフレット「保健医療

マップ」・「相談窓口」を作成・配布します

（隔年）。また、広報川越等を活用して普

及・啓発を図ります。 

継続 

３．関係団体等職

員研修 

地域保健に携わる関係職員が精神保健福祉

に関する知識を深め、相談技術の向上と適

切な連携を図ります。 

継続 
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【施策②：社会参加の促進】 

 

 取組１：社会復帰・社会参加の促進（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．精神障害者社

会復帰相談事業

（ソーシャルク

ラブ） 

回復途上にある精神障害者が、グループ活

動を通じて仲間づくりを図るとともに、日

常生活や対人関係を改善し、社会的に自立

できるよう支援します。 

継続 

 

 指標１：入院１年未満の精神科病院入院患者の平均退院率 

（障害者福祉課） 

地域相談支援を基本に、地域移行支

援や地域定着支援により、地域での

生活支援体制の充実を図ります。 

⇒ 

目標値（平成 29 年度末） 

７６％ 

『川越市障害者支援計画（平成 27 年 3 月）』から 9 

 

 

【施策③：認知症総合支援事業の推進】  

認知症の状態に応じた適切なサービスの提供の流れを構築し、早期の段階で

支援を行うことにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り

住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるよう、サービスの充実と

関係機関の連携強化を図ります。 

 

 取組：認知症高齢者支援体制の整備（地域包括ケア推進課） 

事業名 事業内容 

１．認知症初期集

中支援推進事業 

専門職によるチームを作り、認知症の方やその家族

に初期の段階から関わり、アセスメントを実施し、

包括的・集中的に支援を行います。 

２．認知症家族介

護教室、フォロ

ーアップ事業 

認知症の方を介護している家族を対象とし、医師や

看護師、介護福祉士等による認知症に関する講義や

参加者による懇談会等を実施します。 

３．オレンジカフ

ェ（認知症カフ

ェ） 

認知症の方やその家族、地域住民、専門職など、誰

もが参加し集うことができるオレンジカフェを運営

します。 

『すこやかプラン・川越（平成 27 年 3 月）』から 2 
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・主要課題（３）感染症対策の推進  

 

生活環境の改善や医学の進歩等により、感染症による死亡は著しく減少しま

したが、近年、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）やエボラ出血熱などの海外にお

ける感染症の出現が問題となっています。 

感染症については、感染症法（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）に基づく対策に加え、川越市感染症対策要綱、川越市保健所健

康危機管理マニュアルに基づいて対応しています。 

また、新型インフルエンザ等については、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づき、「川越市新型インフルエンザ等対策行動計画」を別に定め、国、

県及び関係機関と連携した対策を図っています。 

 

 

【施策①：感染症対策の推進】 

感染症対策としては、医療機関の協力を得て、国及び県の関係機関や本市の

防災危機管理室との連携に努め、危機管理体制の充実を図ります。 

 

 取組：感染症対策の推進（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．感染症予防の

普及・啓発 

医療機関や施設等の職員に対し、感染症の

予防のための啓発事業を実施するととも

に、広報川越やホームページを活用し、随

時、市民に新しい情報を提供します。 

継続 

２．感染症まん延

防止対策 

発生時には感染症法に基づく調査を実施

し、患者に対して適切な医療の提供を行う

とともに、接触者の健診等を実施します。 

継続 

３．感染症対策基

盤整備 

発生時行動マニュアル等を整備するととも

に、防護服や N95 マスク等の資器材を整

備します。 

継続 

４．感染症監視 

市内医療機関の協力を得て、感染症法に基

づく感染症患者の発生状況を県及び国に報

告し、還元されたデータに基づいて適切な

予防措置を講じます。 

継続 
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【施策②：エイズ対策の推進】 

エ イ ズ （AIDS， 後 天 性 免 疫 不 全 症 候 群 。Acquired Immunodeficiency 

Syndrome）については、平成 26 年末現在、世界の HIV（ヒト免疫不全ウ

イルス。Human Immunodeficiency Virus）感染者は 3,690 万人となって

います（国連合同エイズ計画 UNAIDS の「ファクトシート 2014 年世界の状

況」による）。 

日本においても、HIV 感染者1及びエイズ患者2の累計数は、平成 26 年末の

時点では HIV 感染者 16,903 件、エイズ患者 7,658 件で計 24,561 件とな

っており3、増加の一途をたどっています。特に近年、若年層に感染の増加傾

向が認められることを踏まえ、若者への性行動を含めた教育や啓発活動が重要

となっています。 

また、エイズ患者に対する差別、偏見をなくすためにも、正しい知識の普及

が求められています。さらに、早期発見・早期治療により、重症化と感染の防

止につなげるため、積極的に検査を受けることについての啓発も課題です。 

エイズ対策で大切なのは、正しい知識の啓発と、感染を早期に発見し早期に

治療につなげることにより、重症化と感染拡大を防止することです。このこと

から、増加傾向が認められる若年層への普及・啓発を図るため、地域保健と学

校保健とが連携し、対象者の実情に合ったきめ細かな予防対策を推進します。 

現在、実施している性感染症検査・相談事業については、より市民が検査や

相談に来所しやすい体制の整備を図ります。 

 

 取組：エイズ対策の推進（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．エイズを含む

性感染症予防普

及・啓発 

エイズを含む性感染症に関する正しい知識

の普及・啓発を実施し、病気のまん延防止

を図ります。 

継続 

２．エイズを含む

性感染症検査・

相談 

エイズを含む性感染症の検査・相談事業を

行い、病気の早期発見・早期治療により、

まん延を防止します。また、相談により不

安の解消及び予防意識の普及・啓発を図り

ます。 

継続 

  

                                            
1 ＨＩＶ感染者：感染症法の規定に基づく後天性免疫不全症候群発生届により無症候性キャリア

あるいはその他として報告されたもの。 

2 ＡＩＤＳ患者：初回報告時にエイズと診断されたもの。（既に HIV 感染者として報告されてい

る症例がエイズを発症する等病状に変化を生じた場合は除く。） 

3 ＨＩＶ感染者及びエイズ患者の累計数：平成 26（2014）年エイズ発生動向年報（平成 27 年 5

月 27 日厚生労働省エイズ動向委員会） 
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【施策③：結核対策の推進】 

結核については、戦後、大幅に改善されましたが、年間の新登録結核患者数

は約２万人、死亡者数は約２ ,000 人となっており、今なお国内最大の感染症

であり、予断を許さない状況です。早期発見・早期治療の体制の整備が求めら

れていますが、既感染者の高齢化による結核の再燃や再感染、治療中断者の増

加などが問題となっています。 

結核対策として、現在、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）事業により治療中断

者の減少及び治療完了率の向上を図っています。今後とも、この事業のきめ細

かな個別対応を推進し、再発予防を図ります。 

また、医療関係者や高齢者介護に携わる職員等に対する講習会等を実施し、

高齢者の結核対策及び結核患者の早期発見・早期治療の体制を整備します。 

 

 

 取組：結核対策の推進（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．結核指導 

結核患者の発生時に調査を実施し、感染症
診査協議会を開催し、適正な医療を提供し
ます。また、患者の管理により再発を防止
するとともに、結核のまん延防止を図りま
す。 

継続 

２．結核検診 
結核患者の接触者及び治療終了後の患者に
対して定期的に検診を実施し、結核の予防
及び早期発見を図ります。 

継続 

３．結核予防費補

助 

私立学校等が行う結核の定期健康診断に補
助を行い、受診率の向上を図り、患者の早
期発見・早期治療及び感染の防止を図りま
す。 

継続 

４．結核対策特別

促進 

市民や施設、医療機関等に対し、正しい知
識の普及を図り、まん延を防止します。 
また、ＤＯＴＳ事業により、結核患者の治
療完了を目指し、再発防止を図ります。 

継続 

５．結核医療 

結核患者の入院及び通院にかかる医療費の

公費負担により、適正な治療の徹底を推進

し、結核のまん延防止を図ります。 

継続 

 

 

 指標：結核り患率［人口 10 万対］（保健予防課） 

平成 2６年度 
⇒ 

目標値（平成 32 年度） 

１３．８ １０．０ 
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基 本 目 標 ２  医 療 体 制 の 確 保  
 

・主要課題（１）地域医療の充実 

 

少子高齢化や疾病構造の変化、医療の高度化・専門化の進展、医療に対する

市民のニーズが多様化する中、良質で適切な医療の効率的な提供が求められて

おり、地域における医療提供体制の充実を図る必要があります。 

地域における医療提供体制の充実を図るためには、病診連携（病院と診療所

の連携）や、高度急性期から急性期、回復期、慢性期へと病状に応じた医療機

能の連携を進めることが求められています。 

医療機能の連携を効果的に進めるためには、市民に対し、医療機関に関する

情報を提供するとともに、医療機関へのかかり方の啓発や、医療機能に関する

市民の理解を促進していくことも必要です。 

また、症状に応じた適切な医療を受けるためには、日頃から、生活に身近な

場所に「かかりつけ医」、「かかりつけ歯科医」や「かかりつけ薬局（薬剤師）」

をもつことが大切です。その普及・促進が求められています。 

さらに、医療とともに介護サービスを必要とする高齢者等の増加が見込まれ

る中、医療と介護が連携し、包括的に医療と介護サービスを提供できる体制の

整備が求められています。 

 

 

【施策①：医療機能の充実】 

病院と診療所の連携や医療機能の連携を進めていくためには、医療機関相互

の連携と同時に、医療機関の役割等に対する患者側の理解と症状に応じた受診

先を選択することが大切です。 

医療機関としては、地域医療においての役割の明確化と医療機関同士の連携

の仕組みづくり等について取り組んでいく必要があります。 

患者となる市民に対しては、かかりつけ医等の普及と併せて、医療機能や連

携体制に関する情報提供と啓発が必要です。 

 

 取組：地域医療連携の推進（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．地域医療連携

推進事業 

中核医療機関への患者紹介や高度医療機器

共同利用、医師や看護師による症例検討会

や研修会、また、医療従事者と介護事業者

とのネットワーク化を図る医療団体の事業

を支援します。 

継続 
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【施策②：「かかりつけ医」等の普及促進】 

「かかりつけ医」等（かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局・薬剤師）が普及

していくためには、身近な医療機関、医療従事者として、健康や医療に関する

相談への対応や、専門的な医療機関への紹介など、患者の期待にこたえていく

必要があります。 

患者側の利便性など多様化するニーズに対応するためにも、医療機関が相互

に役割を分担し、連携して対応していくためにも、身近な「かかりつけ医」等

の重要性が増してきています。 

さらに、自宅から医療機関に通院する高齢者の増加が見込まれていますが、

少子高齢化に伴い、通院が困難になった場合には、往診や訪問診療等の「在宅

医療」の需要の増加が予測されており1、在宅医療を支える中心的役割を担う

ものとして、身近な「かかりつけ医」等への期待が高まってきています2。 

また、処方された複数の医薬品を適切に管理し、飲み忘れなく服用するため

に、患者の自宅を訪れて薬剤管理や服用指導をしてくれる「かかりつけ薬局

（薬剤師）」の協力と連携も必要とされてきています。 

歯科においては、歯周病と全身疾患との関連性が明らかになってきており、

「かかりつけ歯科医」をもち、定期的に歯科健診を受診するなど、口腔の健康

を保つことは、生活習慣病などの予防にもつながります。 

加えて、在宅での歯科診療等を中心に行う「在宅かかりつけ歯科診療所」の

普及が求められてきています。 

 

 取組：かかりつけ医等の普及促進（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．市民への情報

提供の推進、か

かり方の啓発 

医療マップを作成、転入者等に配布すると

ともに市ホームページに掲載して、症状に

応じた身近な医療機関を選択できるよう、

情報提供を推進します。 

拡充 

 

 指標：かかりつけ医をもつ世帯（保健医療推進課） 

平成 2６年度 
⇒ 

目標値（平成 32 年度） 

６３．７％ ６８．０％ 

 

 指標：かかりつけ歯科医をもつ市民（健康づくり支援課） 

平成 2６年度 
⇒ 

目標値（平成 31 年度） 

７６．８％ ８５．０％以上 

『健康かわごえ推進プラン』から 12  

                                            
1 医学部調査及び埼玉県内医療提供体制等将来推計業務報告書（平成 24 年 12 月）埼玉県。 

2 医療提供体制のあり方（日本医師会・四病院団体協議会合同提言 2013 年 8 月 8 日）日本医師

会・四病院団体協議会。 
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≪かかりつけ医≫ 

本計画書では、「頭痛がしたり、風邪をひいたかなと思ったときに、ほぼ決まって受診する

お医者さん」から「手術後や持病のため定期的に受診する医療機関」など、患者が「かかり

つけ」と思っている医師、医療機関を広く「かかりつけ医」としています。 

なお、日本医師会では、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なと

きには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う

幅広い総合的な診療能力を有する医師」を『かかりつけ医』と定義しています。 

 

 

【施策③：医療・介護の連携】 

高齢化率の急速な伸展の中で、医療と介護の分野においては、増加する在宅

医療や居宅介護の需要に対応するため、医療機関と介護事業者、行政が、相互

に連携を強化して新しい連携体制「地域包括ケアシステム」を構築することが

必要です。 

本市では、地域包括ケアシステムの核となる地域包括支援センターの充実、

強化や、在宅医療・介護連携の推進、認知症総合支援のための事業を進めます。 

 

 取組：医療・介護の連携 

（保健医療推進課・地域包括ケア推進課・介護保険課ほか） 

事業名 事業内容 

１．地域の医療・介護

サービス資源の把握 

地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地

図又はリスト化を行い、それを関係機関等と共

有します。 

２．在宅医療・介護連

携の課題の抽出と対

応の協議 

在宅医療・介護連携会議（仮称）を実施し、在

宅医療・介護連携の課題の抽出と対応等の協議

を行います。 

３．在宅医療・介護連

携に関する相談支援

※ 

在宅医療・ 介護連 携の支援窓 口を設 置・運営

し、ケアマネジャー等からの在宅医療・介護に

関する問い合わせに対応できるような連携体制

を整備します。 

※ 上記３は「在宅医療・介護連携支援センター（仮称）の運営等」の変更後の事業名です。 

『すこやかプラン・川越』から 3 

 

 指標：在宅療養支援診療所の数（保健医療推進課） 

平成 2６年度 
⇒ 

目標値（平成 32 年度） 

１４箇所 ２２箇所 
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・主要課題（２）救急医療体制の充実 

 

夜間や休日の急な体調不良や突然のけがに対応する「救急医療」は、病気や

けがの症状の度合いに応じて、初期、第二次、第三次の救急医療に分けた体制

整備が図られています。 

生活様式等の多様化や少子高齢化の進展に伴い、救急医療や救急搬送患者の

増加が見込まれ、医療機関の役割分担と連携の充実を図る必要があるとともに、

患者にも、症状や緊急性に応じた医療機関を受診することが求められます。 

救急搬送業務に協力する救急告示医療機関や救急医療等確保事業を行う公的

病院に対しては、特別交付税1を活用した重点的な支援を図ります。 

 

【施策①：救急医療提供体制の確保】 

救急医療提供体制の確保と、救急搬送患者の円滑な受入れを推進するため、

救急医療を行う医療機関を支援します。 

 

 取組１：初期救急医療（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．夜間休日診療

事業 

夜間及び休日における軽症の救急患者に対

応するため、夜間休日診療所を運営する川

越市医師会と、院内処方に協力する川越市

薬剤師会を支援します。 

継続 

２．在宅当番医制

事業 

市内の医療機関が当番で休日の診療を行う

「在宅当番医制事業」を川越市医師会に委

託し、休日の初期救急医療を確保します。 

継続 

３．休日歯科診療

所運営事業 

歯科における休日の初期救急患者に対応す

るため、休日昼間の歯科診療を川越市歯科

医師会に委託します。 

継続 

 

 取組２：第二次救急医療（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．病院群輪番制

病院運営事業 

休日及び夜間において、入院を必要とする

重症患者に対応するため、複数の救急病院

が当番で救急搬送の受入れを行う「病院群

輪番制」方式に参加する病院を支援し、第

二次救急医療を確保します。 

継続 

  

                                            
1 特別交付税：地方自治体間の財政力の不均衡を調整し、全ての自治体が一定の行政水準を維持

できるよう、所得税等の一部を地方交付税として一定の基準によって再分配する制度。 
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 取組３：第三次救急医療（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．救急医療拠点

病院運営事業 

生命の危機にある重篤な患者に対応可能な

高度救命救急センターの指定を受ける埼玉

医科大学総合医療センターを支援し、第三

次救急医療の確保を図ります。 

継続 

 

 

【施策②：救命処置等の普及促進】 

ＡＥＤの普及促進と応急手当の普及啓発に関する事業を推進するとともに、

高齢者への救急情報キットの配布事業等をとおして、医療機関に搬送される前

にできる救命に必要な情報等の普及・啓発を推進します。 

 

 取組１：ＡＥＤの普及促進（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１ ． AED 普 及 推

進計画 

市の施設に設置した AED に関する「川越

市 AED 普及推進計画」を策定、公表し、

AED の有効性と応急手当の重要性の周知

啓発と、その普及を図ります。 

継続 

２．市内イベント

等への AED の

貸出し 

市内で市民が参加するイベント等に対して

AED を貸し出すことにより、AED の普及

啓発を図ります。 

継続 

 

 取組２：救急情報キット配布事業（高齢者いきがい課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．救急情報キッ

ト配布事業 

救急時に必要な情報を保管する救急情報キ

ットを、民生委員・児童委員が配布するこ

とにより、高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らせる地域づくりに努めます。 

継続 

『すこやかプラン・川越』から 4 
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・主要課題（３）災害時医療体制の整備  

 

【施策①：災害時医療体制の整備】 

災害時においては、医療機関についても、施設の被災、ライフライン被災に

よる影響、また、特定の医療機関に負傷者が集中するなどにより、医療機能の

低下や医薬品の不足なども予想されるため、本市は、川越市医師会などの関係

機関と災害時の救護や医薬品等の供給に関する協定を締結しています。 

また、被災者に適切な医療を提供するには、地域の医療救護所、市内の救護

医療機関、災害拠点病院や市外・県外の後方医療機関への体系的な連携体制が

必要となるため、「川越市地域防災計画」に基づき、災害時医療体制の整備に

努めます。 

 

 取組１：災害時活動マニュアル等の整備（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．保健師活動マ

ニュアル等の整

備 

災害発生時において保健師が実施する具体

的方策のマニュアル化をはじめ、関係機関

との連携体制のマニュアル化に努めます。 

継続 

 

 取組２：応急救護体制の整備（保健医療推進課、保健総務課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．初動医療体制

の整備 

可能な限り被災地の周辺で救急医療が円滑

に実施できるよう、医療救護所の設置、医

療救護班の編成など、初動医療体制の整備

を図ります（川越市地域防災計画）。 

継続 

 

 取組３：防疫体制の充実（保健予防課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．災害時の防疫

体制の充実 

衛生条件の悪化等による感染症等のまん延

防止対策や、被災者への防疫及び保健衛生

活動を実施できるよう、関係機関と連携

し、防疫体制の充実を図ります。 

継続 

 

 取組４：医療機関等との連携（防災危機管理室） 

事業名 事業内容 方向性 

１．医療機関等と

の連携 

関係機関が参加する防災訓練の実施をとお

して、医療機関・消防・行政・民間組織の

連携強化を図ります。 

継続 
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基 本 目 標 ３  保 健 医 療 の 充 実  
 

・主要課題（１）医療を担う人材の確保 

 

高齢化の進展による在宅療養者の増加や生活習慣病の増加に対応するため、

保健・医療・福祉を提供する人材、特に、医師の指示の下で在宅医療を支える

訪問看護師や介護従事者などの育成・定着が求められています。 

国においても、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」を一部改正して

都道府県にナースセンターを設置し、平成 27 年 10 月から、就業していない

看護師等の届出制度を開始して、その確保、定着等を図っています。 

 

【施策①：医療・介護従事者の確保】 

市内において、看護師又は准看護師の養成機関の運営を支援するとともに、

医療・介護従事者の研修会を開催し、地域医療の人材確保、定着を図ります。 

 

 取組１：看護師等養成機関への支援（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．看護師等養成

支援事業 

市民の医療ニーズに適応した医療サービス

供給体制の充実を図るため、看護師又は准

看護師の養成機関の運営を支援します。 

継続 

 

 取組２：在宅医療・介護関係者の研修(地域包括ケア推進課・介護保険課) 

事業名 事業内容 

１．在宅医療・介

護関係者の研修 

地域の医療関係者に介護に関する研修会を、介護関

係者に医療に関する研修会を開催します。また、多

職種連携のグループワーク等の研修を実施します。 

『すこやかプラン・川越（平成 27 年 3 月）』から 5 

 

【施策②：保健医療従事者等の資質向上】 

地域医療・地域保健の人材育成を図るため、研修生等の受入れを推進します。 

 

 取組：医療従事者等の受入れの推進（保健総務課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．医師の臨床研

修の受入れ 

公衆衛生の理解を深め、地域における保健

と医療の連携を推進するため、臨床研修医

や臨床研修歯科医の研修を受け入れます。 

継続 

２．保健医療関係

学生等の実習の

受入れ 

保健医療従事者の人材の確保及び育成のた

め、養成学校の医学生、看護学生等の実習

を受け入れます。 

継続 
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・主要課題（２）安全な医療の確保と提供 

 

【施策①：医療安全の促進】 

医療機関に対する監視・指導を通じて医療提供体制の確保を図るとともに、

患者等からの医療に関する苦情や相談に対応し、医療の安全、医療への信頼の

確保を促進します。 

 

 取組：医療の安全、医療への信頼の確保（保健総務課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．医療機関の監

視・指導 

医療機関に対する監視・指導を行い、医療

提供体制の確保を図ります。 
継続 

２．医療安全支援

センター 

患者や市民からの医療に関する苦情や相談

を受け付け、患者や市民、医療機関に対し

て助言、情報提供等を行います。 

継続 

 

 

【施策②：医薬品等の安全対策】 

医薬品に関する正しい知識の普及啓発や医薬品の安全確保のため、医薬品販

売業等への監視指導を行います。 

 

 取組：医薬品等の安全確保（保健総務課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．医薬品等の監

視・指導 

医薬品や医療機器、毒物劇物販売業者等の

監視・指導を行います。 
継続 

２．医薬品の適正

使用・薬物乱用

防止の啓発 

関係機関等との連携を強化しながら、医薬

品の適正使用・薬物乱用防止の啓発活動等

を行います。 

継続 

 

 

【施策③：献血の推進】 

献血の普及啓発、献血者の確保を図る事業を支援します。 

 

 取組：献血の普及・啓発（保健総務課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．献血推進事業 

献血の必要性についての普及・啓発と、医

療機関における血液製剤の適正利用を推進

します。 

継続 
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・主要課題（３）保健医療の充実 

 

【施策①：保健所機能の充実】 

地域における保健衛生の拠点として、対人保健及び対物保健に係る業務を行

い、健康危機管理体制の充実と衛生的な生活環境の確保に関する事業を推進し

ます。 

 

 取組１：健康危機管理体制の充実（保健総務課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．健康危機管理

体制の充実 

感染症や食中毒等の発生時における健康危

機管理体制の充実を図ります。 
継続 

 

 取組２：食品の安全性確保（食品・環境衛生課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．食品の安全性

確保 

市内で製造、加工、販売等される食品の収

去1を行うとともに、食品営業施設、給食

施設等への監視指導を行います。 

継続 

 

 取組３：生活環境の確保（食品・環境衛生課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．生活衛生施設

等の指導 

公衆浴場や理容所などの生活衛生施設並び

にプール及び特定建築物 2の監視指導を行

います。 

継続 

２．水道施設の指

導 

専用水道、簡易専用水道、自家用水道、小

規模受水槽水道の監視指導を行います。 
継続 

３．動物の適正な

飼養管理の推進 

動物愛護及び適正飼養管理の普及啓発を図

ります。 
継続 

 

 取組４：検査体制の充実（衛生検査課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．検査体制の確

保 

健康危機管理体制を専門的かつ技術的に支

援するため、検査機能の充実を図ります。 
継続 

 

  

                                            
1 収去：食品衛生法第２８条又は食品表示法第８条の規定に基づき、検査を行うため食品衛生監

視員が、営業者から必要最小限の販売食品、添加物等の無償提供を受けること。 

2 特定建築物：建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、一定の床面積と用途に

該当する興行場、百貨店などの多数の人が使用又は利用する建築物をいう。所有者等には、

当該建築物について環境衛生上適正に管理することが義務付けられている。 
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【施策②：地域医療支援拠点の検討】 

今後、「団塊の世代（昭和 22 年～昭和 24 年生まれ）」が 75 歳以上となり、

高齢化のピークを迎える 2025（平成 37）年に向け、医療需要が慢性疾患を

中心とするものに変化しながら増大1していく中で、限られた医療資源を医療

需要に合わせて活用していくことが必要です。 

 

このため、平成 26 年度の診療報酬改定において、医療機関では、急性期か

ら回復期、慢性期、在宅医療まで、患者が状態に合った適切な医療を受けるこ

とができるよう、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り

組むものとされました。 

また、同年 6 月には、医療法の改正を含む「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」が成立し、都

道府県においては、地域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量

等に基づく、将来の医療提供体制に関する「地域医療構想」と、その達成に向

けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めるものとされました。 

市町村においては、介護保険法の改正により、高齢者が住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、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

を目指して、平成 30 年度までに在宅医療・介護連携推進事業等を実施するこ

ととされました。 

 

こうした中、本市においては、訪問診療や訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導

等を行う医師、歯科医師、薬剤師等の協力を得て、在宅医療を中心とした地域

医療の充実と、訪問看護師やケアマネジャー等の多職種による医療と介護の連

携を支援する窓口の設置・運営について検討を進め、その整備を図ります。 

 

 取組：地域医療支援拠点の設置等（保健医療推進課） 

事業名 事業内容 方向性 

１．地域医療支援

拠点 

在宅医療を中心とした地域医療の充実と、

医療と介護の連携を支援する窓口の設置・

運営について検討を進め、その整備を図り

ます。 

新規 

 

  

                                            
1 平成 26 年度診療報酬改定の基本方針（平成 25 年 12 月 6 日）社会保障審議会医療保険部会、

社会保障審議会医療部会。 
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計 画 の 推 進 体 制  
 

本計画を推進し、目標を達成できるよう進行管理を行い、庁内体制を整備す

るとともに関係機関等との連携を図ります。 

 

（１）庁内体制の整備 

本計画の施策を円滑かつ効果的に推進するため、必要に応じて庁内関係

部局等で構成する会議を開催し、本計画の推進を図ります。 

 

（２）計画の進行管理 

本市の地域医療及び保健衛生に関する諸問題を協議するための附属機関

である「川越市医療問題協議会」において進行管理を行います。 

市は、毎年、当協議会に進行状況を報告することとし、協議会は、報告

を受け、保健医療をめぐる動向などから年次評価を行うこととします。 

 

（３）関係機関等との連携 

本計画の施策の推進にあたっては、行政と医療や介護の関係機関・団体

等が相互に連携し、それぞれの役割に応じた取組を進められるよう、関係

機関・団体等との連携体制の整備を図ります。 

 

【進行管理のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画】 
計画策定担当課及び 
各事業等所管課 
 
川越市医療問題協議会 
の意見等を踏まえ、 
計画を策定 

【改善】 
計画策定担当課 
及び各事業等所管課 
 
保健医療をめぐる 
国・県の動向により、 
必要に応じ事業等の見直し 

【実行】 
各事業・取組の所管課と 

医療・介護関係団体等 
 

所管課と関係団体等 
が連携し各事業等 

を実施 

【評価】 
計画策定担当課 

川越市医療問題協議会 
 

所管課の実績を調査 
市医療問題協議会へ報告 

協議会において点検、評価 

 

Plan   Do 

 

 

 

 

Action  Check 


