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■過去の救急出動件数

■これまでの取組
H23.10～ 津市救急・健康相談ダイヤル24の実施
H24.4～5 市長による2次救急医療機関の現場担当医師との意見交換
H24.9～ 県立一志病院に医師1名（H25.4.1から3名）を増

三重大学地域医療学講座支援事業（H28.3まで）
H25.4～ 応急診療所整備検討会を立ち上げ、診療機能を充実した

応急診療所の整備など救急医療体制の総合的な見直し

地域医療推進室を新設し、推進体制を強化
※健康医療担当理事、健康医療担当参事（兼）健康づくり課長、

地域医療推進室長を新たに配置

Ｈ25.9.19 応急診療所整備検討会から提言書の提出
H28.4.1  救急における緊急開腹手術のバックアップ体制を構築
H28.6.21 救急ワークステーション運用開始
H28.10.15 救急搬送照会回数の多い土曜日の14～22時を補完する

輪番体制を創設
H29.4.1     お城西公園西隣に津市応急クリニックを新たに開設
H29.8.1     12誘導心電図伝送システムを更新し全ての救急車で運用開始
R1.7.9 多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」運用開始
R2.8.28 Web救急ひろば開設
R4.7.28     12誘導心電図伝送システムを更新

「動き出さない救急車問題」の解決に向けて

軽症者の搬
送が全体の
中で半数を
占める

５－（１）－① 救急搬送５.保健・医療
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■救急搬送照会回数（搬送件数）

1・2回

3回以上
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死亡 重症 中等症 軽症

■救急搬送状況（搬送人員）

◆通報（覚知）から現場到着時間

津市 三重県 全国

平成23年 9.8分 8.3分 8.2分

平成26年 10.0分 8.2分 8.6分

平成29年 9.2分 8.5分 8.6分

令和2年 9.6分 8.6分 8.9分

令和3年 9.4分 9,0分 9.4分

令和4年 10.0分 *** ***

◆通報（覚知）から病院収容時間

津市 三重県 全国

平成23年 42.3分 38.0分 38.1分

平成26年 43.8分 39.2分 39.4分

平成29年 42.2分 38.6分 39.3分

令和2年 40.3分 38.7分 40.6分

令和3年 46.2分 40.6分 42.8分

令和４年 45.5分 *** ***
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市内10病院による
輪番制

管理運営 【R５年度 予算157,384千円】
医師派遣支援 【R５年度 予算7,300千円】

経費支援 【R５年度 予算168,130千円】
医師派遣支援 【R５年度 予算49,511千円】

休日・夜間、夜間成人、
こども応急診療所の運営

（87.2％）
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問題点

二次救急輪番における腹部救急バックアップ体制の運用と効果

① 二次救急輪番病院へ、虫垂炎など緊急開腹
手術が必要な患者を救急搬送

② 救急搬送を受け入れた二次救急輪番病院で
は、緊急手術が可能な状態でなく、緊急開腹
手術に対応できない

③ 緊急開腹手術が可能な他の二次救急医療機関
を探すために時間を要するケースが発生！

④ 緊急開腹手術が可能な医療機関によるバック
アップ体制づくりが必要！

腹部救急バックアップ体制の効果
（消化管疾患救急搬送実績）

５－（１）－② 二次救急医療体制のさらなる充実に向けた取組５.保健・医療

二次救急輪番における腹部救急に係る課題

消化管疾患救急搬送実績について、4回以上の照会
回数の割合を比較すると、平成28年以降その割合が減
少傾向にあり、効果が見られています。
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三重大学医学部附属病院が、二次救急医療機関の若手医師を集めてワーキンググループを設置し、課題解決
に向けた対応を協議。津地区医師会二次救急医療体制協議委員会において、ワーキンググループにおける協議
結果が報告され、平成28年4月から緊急開腹手術が可能な３病院（永井病院、遠山病院、三重中央医療セン
ター）での医師待機及び三重大学医学部附属病院医師の派遣待機によるバックアップ体制が構築されました。
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平成２８年１２月１日号 広報津より

５－（１）－③ 【市長コラム】命を救う ～進化する救急搬送～５.保健・医療
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応急診療所
名 称

診療
科目

診療日 診療時間

津市こども応急
クリニック

・休日デンタル
クリニック

小児科

毎夜間
２０：００～２３：００

(受付１９：３０～２２：３０)

日曜日、祝・休日、
12月31日～1月3日

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

歯 科

祝・休日（１月１日及び日曜日と
重なる日を除く）、１月２日、
５月３日・４日・５日

１０：００～１２：００

１２月３１日
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

津市久居休日応
急診療所

内 科
日曜日、祝・休日、
１２月３１日～１月３日

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

津市応急クリニッ
ク

内 科

毎夜間
１９：３０～２３：００

(受付１９：３０～２２：３０)

日曜日、祝・休日、
１２月３１日～１月３日

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

市内３つの応急診療所の現状と救急医療が抱える問題を踏まえ、
市民が休日や夜間において安心して受診できる新しい応急診療所
の整備の検討

平成２５年４月２３日 津市応急診療所整備検討会を設置（全８回実施）
平成２５年９月１９日 検討会から「新たな応急診療所整備に関する

提言書」の提出

平成２９年４月１日 津市応急クリニックの供用開始

５－（１）－④ 津市応急クリニック５.保健・医療

診療科目 診療日 受付診療時間

内科
※おおむね
16歳以上

毎夜間
１９時３０分～２３時
(受付１９：３０～２２：３０)

日曜日、祝・休日、
１２月３１日～１月３日

１０時～１２時
１３時～１６時

津市では、初期救急医療体制の充実を図るため、津リージョ
ンプラザ内の津市夜間成人応急診療所の移転整備工事を進
めてきました。

平成２９年４月１日（土）から、お城西公園西隣に場所を移し、
津市応急クリニックとして診療を開始しました。

津市応急クリニックは、津地区医師会、久居一志地区医師
会及び津薬剤師会などの協力を得て、これまで津市夜間成人
応急診療所で行ってきた毎夜間の診療に加え、日曜日、祝・
休日及び年末年始の昼間も診療を実施するなど、市民の皆
様が休日や夜間に安心して受診できる新たな応急診療所とし
て生まれ変わりました。

急病で受診する人が
落ち着いて治療を待
てるよう、広いスペー
スを確保

年末年始などの繁忙
期にも対応できるよ
う、診察室を2室に増
室

新たに設置した処置
室では、輸液処置や
心電図検査などが
可能に

感染症の流行期ま
たは新型インフルエ
ンザなどに対応でき
るよう新しく設置

待合室 診察室 処置室 特別診察室

夜間に加え、日曜日、祝・休日、
年末年始の昼間も診療を行います！

●令和４年４月１日以降の応急診療所の体制

平成１９年１１月１日に津市夜間成人応急診療所を津リージョンプラ
ザ内に暫定的に開設

津市応急クリニック利用実績 （人）

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

令和4年度 441 519 245 773 1,173 551 289 488 780 1,271 - - 6,530

令和3年度 179 377 165 318 321 233 162 161 209 447 398 397 3,367

令和2年度 140 266 164 234 294 234 192 253 225 297 151 171 2,621 104
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津市家庭医療クリニック

診療科目 診療日※ 診療時間

内科、外科、小児科、心療内科 月～木曜日 8時30分～11時30分

訪問診療 月・木曜日 13時～16時

これまでの経緯

診療科目 診療日 診療時間

内科、外科、小児科、心療内科 水曜日 13時～16時
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５－（１）－⑤ 津市家庭医療クリニック５.保健・医療

三重県病院事業庁、県立一志病院及び三重大学医学部と協議を行い医師を確保

地域医療の拠点として八幡地区の奥津に新たに診療所を設けるとともに、
伊勢地地区への巡回診療と竹原診療所への医師派遣の方針を決定

平成２７年４月
美杉地域の持続可能な地域医療の確保を図るた
め、美杉地域の地域医療を考える場として、美杉
地域医療在り方検討会を設置

平成２７年９月２９日
美杉地域医療在り方検討会から
「美杉地域医療の在り方に関するまとめ」が提出

平成２８年３月１日
美杉地域の７地区の自治会連合会長が連名で、まとめに基
づく医療体制の早期実現に向けた要望書が提出

津市の国民健康保険診療所として、竹原診療所に続いて２カ所目の開設

津市コミュニティバス
津市家庭医療
クリニック北

津市家庭医療クリニック
美杉町奥津９２９番地

津市美杉高齢者生活福祉センター内

美杉地域医療の在り方に関するまとめ

「美杉地域全体を担うことができる中心的な位
置で、公共交通の結節点など通院しやすい場
所に整備」との提言

ＪＲ名松線伊勢奥津駅周辺で、「津市美杉高齢
者生活福祉センター」内へ開設を決定

平成29年4月3日
診療開始！

美杉地域における地域医療の確保のた
め、美杉町奥津地内の美杉高齢者生活福
祉センター内に「津市家庭医療クリニック」
を設置。三重県立一志病院の協力を得て
医師の派遣を受け、全ての年代のさまざま
な健康問題に幅広く対応しています。

また、通院が困難な患者の家には、医師
が定期的に診療に伺い、計画的な健康管

家族全員の健康問題に幅広く親身になって対応します！

津市家庭医療クリニック

巡回診療（伊勢地地域住民センター）

※祝・休日、12月29日～1月3日を除く

※祝・休日、12月29日～1月3日を除く

■利用実績

理を行う「訪問診療」を行います。さらに週１回、美杉町石名原地内にある伊勢

地地域住民センターで巡回診療も行います。

これまでの経緯

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

診療日数 194日 191日 189日 191日 166日

患者数 2,712人 3,150人 2,808人 2,522人 2,722人

１日当たりの
患者数 14人 16人 15人 13人 16人

診療日数 60日 52日 54日 66日 55日

患者数 116人 115人 128人 167人 145人

１日当たりの
患者数 2人 2人 2人 3人 3人

診療日数 48日 51日 50日 50日 48日

患者数 624人 721人 685人 613人 674人

１日当たりの
患者数 13人 14人 14人 12人 14人

外来
診療

訪問
診療

巡回
診療
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平成２９年３月１日号 広報津より

５－（１）－⑥ 【市長コラム】地域医療を守ります５.保健・医療
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５－（１）－⑦ 市公共施設におけるＡＥＤの屋外移設化の推進５.保健・医療

107

ＡＥＤの屋外移設化の経緯

小学校、中学校および義務教育学校におけるＡＥＤの屋外移設化の取り組み

小学校や中学校、公民館、総合支所、保健センターなど市の公共施設には、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）が設置されていますが、これ
までは施設内に設置されており、施設が施錠されている夜間や休日にＡＥＤを使用することはできませんでした。
地域懇談会や地域住民から「小学校などにはＡＥＤが設置されているが、夜間や休日には鍵がかかっているので、万一の際に利用するこ

とができない。２４時間利用が可能なＡＥＤを設置してほしい。」との声がありました。

地域懇談会や地域住民からの声を受け、万一の事態の備えとして、まずは小学校、中学校および義務教育学校のＡＥＤを屋外に移設す
ることを決定し、平成３０年６月には白山地域の小中学校６校のＡＥＤを屋外に移設しました。令和元年９月に残り６３校のＡＥＤを屋外に
移設することにより、市内全ての小学校、中学校および義務教育学校のＡＥＤを屋外に移設しました。

平成３０年度設置箇所

家城小学校 川口小学校 大三小学校 倭小学校 八ツ山小学校 白山中学校

市公共施設におけるＡＥＤの屋外移設化の推進

津市では、小学校、中学校及び義務教育学校だけでは
なく、市公共施設に設置しているＡＥＤをリース契約の更新
などに合わせ、屋内から屋外に順次移設し、令和５年度ま
でにＡＥＤが２４時間使用できる施設環境を整えていく方針
を決定しました。
現在、地域住民の「いざ」という時にＡＥＤが使用できるよ

う、市公共施設におけるＡＥＤの屋外移設化の取組を進め
ています。

屋外移設数の状況
（平成30年度～令和５年度）

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
4年度

令和
5年度

６台 141台 38台 14台 26台
64台
(予定)
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健全財政を維持

●国保事業運営基金の枯渇により、平成２３年度
に保険料率の改定と収納対策の強化を実施。

●その後、年々収納率を向上させてきたが、 平成
２６年度に単年度収支で約７億円の赤字となり、
うち約３億４千万円を一般会計から繰り入れ、続
く平成２７年度も約８.６億円の赤字となり、ほぼ
同額を一般会計から繰り入れ。

●このため、４年間据え置いていた保険料率を平
成２８年度に改定。

●医療の高度化等により、医療費が年々増加
●少子高齢化の進展による現役世代の負担増
●年齢が高く、かつ医療費水準も高い国保の構造的な

課題

三重県の主な役割

・財政運営の責任主体

・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標
準化、広域化を推進

・市町ごとの標準保険料率を算定・公表

・保険給付費等交付金の市町への支払い

市町 ・国の財政支援の拡充
・都道府県が、国保の
運営に中心的役割を
果たす

◆【平成３０年３月以前】 市町が個別に運営 ◆【現行（平成30年4月以降）】 三重県が運営責任主体となり中心的役割を担う

津市におけるこれまでの運営状況 国の動き

三重県

三重県が市町ごとに決定した国保事
業費納付金を三重県に納付

給付に必要な費用の全額を各市町へ支払い

【構造的な課題】
・年齢が高く医療費水準が高い
・低所得者が多い
・市町村間の格差 など

将来への国民皆保険の堅持に向けて制度を改革

市町

市町

市町

市町
市町

・医療保険制度の安定化
・世代間・世代内の負担の公平化
・医療費の適正化

市町の主な役割

・国保事業費納付金を三重県に納付

・資格を管理（被保険者証等の発行）

・標準保険料率等を参考に保険料率を
決定、保険料の賦課・徴収

・保険給付の決定、支給

国

低所得者対策や医療費
の適正化に向けた取組等
に対する支援などとして
毎年全国で総額約3,400
億円の財政支援の拡充
等を実施 108
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５－（２） 国民健康保険５.保健・医療



T s u C i t y

５－（３）－① 妊産婦医療費助成

対 象 者：市内に住所のある妊娠５カ月以上の妊婦と産婦（出産した月の翌月の末日まで）
※ただし所得制限があります。

助成内容：対象者が医療機関を受診された場合、お支払いされた保険診療分の医療費
の自己負担額から1,500円を控除した額を助成（調剤薬局分は全額助成）

実 績：

昭和４８年９月、旧津市において乳幼児や障がい者などを対象として行っていた医療費
助成の対象を拡大し、妊産婦の保健の向上を目的とするものとして「妊産婦医療費助成
制度」を創設。現在も県内では津市のみが実施。

受 給 者

助成の仕組み：

医 療 機 関
①受診のときに医療保険証と受給資格証を提示

②領収証明書④助成金の決定・振込み

③領収証明書データ等

※なお、県外の医療機関で受診された場合は、診療月より２年以内に領収書の原本や医療機関で証明を
受けた助成申請書を津市の窓口へ持参し、申請。

保険医療助成課
三重県国民健康
保険団体連合会

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

助成人数（人） 5,122 4,754 4,759 4,820 4,677 4,250 4,646

助成額（円） 38,214,191 36,224,503 40,426,416 40,448,203 39,968,542 39,047,859 42,649,189

５.保健・医療
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乳幼児から中学生までの医療費は無料

対 象
名 称

未就学児（乳幼児）
【窓口無料】

小学生 中学生

通院 入院 通院 入院 通院 入院

子ども医療費 ○※１ ○※１ ○ ○ × ×

110

〇：三重県補助事業 ×：三重県からの補助なし

【令和３年度の医療費助成額の実績】

５－（３）－ ② 子ども医療費の助成拡大５.保健・医療

※１平成30年度から令和4年度までは一部三重県補助対象外
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経済的負担の軽減重症化予防

国

子育て支援

津市から各機関を通して
国へ要望

平成３０年度から未就学児までを対象とする医療費助成について、国は減額調整措置の廃止を決定

○：三重県補助事業
◎：津市単独事業

対 象 未就学児（乳幼児） 小学生 中学生

子ども医療費 〇 〇 ◎

助成方法 窓口無料 自動償還払

安心して子どもを育て、暮らしていくことができる津のまちづくりのため
未就学までの窓口無料化を実施

福祉医療費助成の窓口無料化を実施する地方自治体に対し国民健康保険療養費等国庫
負担金の減額調整措置が実施されていた

窓口無料化を実施するには、減額調整措置の影響が大きすぎることから
本制度撤廃の要望を継続して続けてきた

平成３０年９月診療分から未就学児の子ども医療費の窓口無料化を実施！（13,000人）

※２ 令和元年９月診療分からは県内医療機関で実施

（※２）

窓口無料化に向けた動き

（※１） ※１ 令和4年度まで児童扶養手当の所得制限基準
を超える未就学児については、窓口無料を実施
したことにより増加すると想定される医療費は、
県補助の対象外

111

単位：千円

※令和元年度～３年度までは決算額、令和４年度は見込み額

対　象

うち三重県補助金 9,391 うち三重県補助金 2,796 うち三重県補助金 11,453 うち三重県補助金 8,327

窓口無料化
により増加
した助成額

50,862 65,598 51,198

令和２年度

19,850

令和元年度 令和３年度 令和４年度

５－（３）－③ 未就学児の子ども医療費の窓口無料化５.保健・医療
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● 思うように働くことができず、扶養する家族の負担も大きくなりがちである
● 向精神薬の副作用で体調を崩すことがあり、精神科以外にも診療が必要なことが多い
● 金銭面の不安から、必要な診療を受けることができない

精神障がい者の医療費負担に関する現状

精神２級の通院医療費助成（１／２）を実施

総合的な健康づくり経済的負担の軽減 障がい者の自立を支援

５－（４） 精神２級通院医療費の助成拡大

平成３０年９月診療分から新たに精神障害者保健福祉手帳２級所持者の通院

医療費を助成対象に加え、１／２の助成を実施！

令和元年度の関係事業予算 39,422,000円
内訳 扶助費 31,734,000円

手数料・委託料 7,688,000円
受給対象者 約1,300人

平成20年9月
～ 平成30年8月

○：三重県補助事業
◎：津市単独事業

５.保健・医療

対象者

対象医療費

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

１級 ２級 ３級 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ １級 ２級

通院 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ー

入院 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

新たな助成対象

精神障がい者の医療費に対する声や要望が多く寄せられていた

令和３年度の実績

扶助費 約3,700万円

令和５年度の関係事業予算 4,788万円
内訳 扶助費 4,053万円

手数料 735万円
受給対象者 約1,400人
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【食生活・栄養】
重点➡子どもから40歳代

■子どもが主体的に朝ごはんを食べる

５－（５） 健康づくりの推進５.保健・医療

【たばこ】
重点➡就労世代

■子どもが受動喫煙の害を受けない

【運動】
重点➡就労・子育て世代

■日常生活で運動を意識し体を動かす

【生活習慣病・がん】
重点➡就労世代

■若いうちから薄味に慣れる
■適正体重を意識し週１回は体重測定を行う
■自分の生活習慣を振り返るために、がん検

診や健康診査を受ける

計画策定のためのアンケート
調査結果（平成27年度実施）より

４つの強化分野と強化目標

地域の強みを生かした強化目標の取組を推進します

ライフサイクルに応じた各種健康づくり事業を展開します

こころ豊かに楽しく元気に暮らそう

⾷⽣活・栄養 朝ごはんを⾷べよう

運動 体を動かす楽しさを知ろう

たばこ 受動喫煙を防ごう

アルコール 飲酒をコントロールしよう

⻭とお⼝の健康 むし⻭と⻭周病を予防しよう

⽣活習慣病・がん ⽣活習慣病とがんを予防するために、
健康的な⽣活習慣を⾝につけよう

休養・こころ ストレスと上⼿につきあおう

仲間づくり ⼈とのつながりをつくろう

感染症・熱中症 感染症や熱中症を予防しよう

災害への備え 普段から⾃分の健康状態を知り、災害に備えよう

分野 ⽬標

⼤⽬標

強化

強化

強化

強化

平成29年3月に策定した第３次健康づくり計画では、大目標の実現を目指すために、
第２次計画を踏襲し、１０分野ごとに健康づくりの取組を行うこととしています。

また、１０分野のうち、「食生活・栄養」・「運動」・「たばこ」・「生活習慣病・がん」は、生
活習慣病の予防や健康づくりにおいて特に重要となることから、取組を強化する分野と
します。さらに、強化目標を設定し、重点世代に向けた健康づくりを進めていきます。

■朝ごはんを毎日食べている人
が、未成年に少ない

（朝ごはんを毎日食べている人の割合）

■意識して体を動かしている人が、
就労世代・２０～４０歳代女性に
少ない

（意識して体を動かしている人の割合）

■たばこを子どもや妊婦の前で吸
わない人は約半数

（たばこを吸うときに、気をつけていること）

■健診（検診）結果を活用していな
い人が約３割

（前回受けた健診（検診）で要指導や要医療であっ

た結果を受けて、医療機関の受診や生活習慣を改
善したか）

～津市第３次健康づくり計画（計画期間：平成29年度～令和５年度）を策定～
「こころ豊かに楽しく元気に暮らそう」を大目標に健康づくりを推進します

計画の体系図
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５－（６） 胃がん検診二重読影体制の整備５.保健・医療

医師会等と協議
●津市胃がん検診事業運営検討会

●胃がん検診ワーキング会議

114

４０歳以上対象年齢

胃内視鏡検査または
胃部エックス線検査

検診方法

検診間隔 年１回どちらかを選択

●合併前から医師会の協力により胃内視鏡検診を実施してきた。
●県内トップの胃内視鏡検査実績数。
●国の指針やマニュアルにはないが、医師会等との協議により、
仕様を決めて実施してきた。
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久居総合支所の移転に併せて、久居保健センターを津市南部地域の拠点保健センターとし
て、平成27年1月1日にポルタひさい１階へ移転整備（平成27年1月5日業務開始）。

■広くなった施設面積

■利用者の安全・安心に配慮した設計

旧久居保健センター：約２４５㎡

新久居保健センター：約１,０６２㎡

旧久居保健センター：約２４５㎡

新久居保健センター：約１,０６２㎡

■使いやすさに配慮した設計

約４.３倍の広さに！

○利用者が安心して利用できるよう、施設全体をフ
ローリング敷きの土足禁止フロア化

○子ども用トイレ・授乳室の整備
○ぶつかっても怪我をしないよう、コーナークッション

の設置
○施設内の明るさとプライバシーに配慮したすりガラ

スの使用

○利用者が安心して利用できるよう、施設全体をフ
ローリング敷きの土足禁止フロア化

○子ども用トイレ・授乳室の整備
○ぶつかっても怪我をしないよう、コーナークッション

の設置
○施設内の明るさとプライバシーに配慮したすりガラ

スの使用

○時計回りで、１歳６か月児・３歳児健康診査が
スムーズに受診できる動線設計

○時計回りで、１歳６か月児・３歳児健康診査が
スムーズに受診できる動線設計

■久居保健センターで実施する主な事業

≪平成２７年１月～≫
○母子健康手帳・健康手帳の交付
○家庭訪問・窓口電話相談
○乳幼児の健康相談・身体計測
○成人の健康相談・栄養相談
○成人の健康教育

≪平成２７年４月～≫
○１歳６か月児・３歳児健康診査
○妊婦教室
○離乳食教室

≪平成２７年１月～≫
○母子健康手帳・健康手帳の交付
○家庭訪問・窓口電話相談
○乳幼児の健康相談・身体計測
○成人の健康相談・栄養相談
○成人の健康教育

≪平成２７年４月～≫
○１歳６か月児・３歳児健康診査
○妊婦教室
○離乳食教室

５－（７） 久居保健センターの移転整備５.保健・医療
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５－（８） 中央保健センターのリニューアル５.保健・医療

■中央保健センターで実施している主な事業

親と子の事業 成人・高齢者の事業

○母子健康手帳の交付

○妊婦教室

○家庭訪問・窓口電話相談

○健康教育

○家庭訪問・窓口電話相談

○健康手帳の交付

○健康相談・栄養相談

○乳幼児の健康相談・

身体計測

○ １歳６か月児・３歳児健康診査

これまでの床面積約４１２㎡に旧診療所の空きスペース６８㎡を確保し約４８０㎡に
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津市と三重県との間で、白山・美杉地域等に係る医療・介護・福祉連携業務委託等を締結

白山・美杉地域は医療資源が十分でなく、地域医療の確保に向けては、県立一志病院の役割が非常に重要

平成２４年９月から平成２８年３月末までの間、寄附講座で間接的に県立一志病院を支援 （総額103,200千円）

高齢化率が非常に高い。とりわけ美杉地域は過疎地域で高齢化率が突出して高く、また無医地区

を抱えている

津市コミュニティバスの運行など、公共交通網を整備しているものの、今後、高齢化が進むに

つれ、公共交通機関での通院が困難な住民が増加することが予想される

美杉地域は民間診療所が２施設あるものの、医師が高齢化しつつある ※現時点では1施設

白山地域
美杉地域 課題

５－（９） 白山・美杉地域における医療・介護・福祉連携と
地域医療の確保の推進に向けた取組策５.保健・医療
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令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和５年度

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、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・福祉の多職種連携の
取組を医療機関の立場から積極的に推進するなど、白山・美杉地域
における地域包括ケアシステムの構築に向けた業務を委託

介護保険事業
特別会計予算

決算額

7,095千円

介護保険事業
特別会計予算

決算額

7,095千円

介護保険事業
特別会計予算

決算額

9,244千円

介護保険事業
特別会計予算

予算額

9,244千円

介護保険事業
特別会計予算

予算額

9,244千円

美杉町奥津において平成29年4月3日から診療を開始した津市家
庭医療クリニックへの医師の常勤派遣、同クリニックからの訪問診療
及び伊勢地地区への巡回診療並びに津市国民健康保険竹原診療
所への医師派遣業務を委託

国民健康保険事業

特別会計予算
決算額

25,127千円

国民健康保険業

特別会計予算
決算額

25,358千円

国民健康保険業

特別会計予算
決算額

23,812千円

国民健康保険業

特別会計予算
予算額

25,400千円

国民健康保険業

特別会計予算
予算額

25,797千円

白山・美杉地域等における救急医療を必要とする患者の受入れ、在
宅患者への訪問診療及び訪問看護について、県立一志病院におい
て、これらを安定的かつ継続的に実施されるよう、地域医療体制の
充実に向けた取組を実施

一般会計予算
決算額

25,038千円

一般会計予算
決算額

25,038千円

一般会計予算
決算額

25,038千円

一般会計予算
予算額

25,038千円

一般会計予算
予算額

25,038千円

地域包括ケアシステムの構築に主眼を置き、予算を編成
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５－（１０） 津市自殺対策計画の策定と推進５.保健・医療

津市の現状

●自殺者数（H21年～H29年）
→H24年の67人がピーク。
H28年43人→H29年49人と増加。

●自殺死亡率（H21年～H29年）
→Ｈ23年の23.9がピーク。

Ｈ28年15.2→Ｈ29年17.4と増加
●年代別の自殺死亡率（H24年～
H29）
→男性は、80歳代以上、70歳代

女性は、50歳代、40歳代
の順に多い。

●職業別自殺者数（H24年～H29）
→男性は、被雇用者・勤め人、年金
生活者など、

女性は主婦、無職の順に多い。
（資料：厚生労働省 自殺の統計 地域における自殺の基
礎資料、厚生労働省人口動態統計、警察庁 自殺統計）

1位 健康問題（身体の病気、精神疾患など）
2位 家庭問題（家族内の不和、家族の死亡、

子育てやしつけ、介護問題など）
3位 経済・生活問題（事業の不振、生活苦、

負債など）。
平成24年から平成28年 5年間累計 資料：警察庁 自殺統計

●男性
60歳以上、無職同居が最も多い。失業（退

職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体疾
患 →自殺。
●女性
40～59歳、無職同居が最も多い。近隣関係の
悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺
平成24年から平成28年 5年間累計 資料： 自殺総合対策推進セ
ンター 津市のプロファイル

●自殺者全体の20.9％が有り。
平成24年から平成28年 5年間累計 資料：警察庁 自殺統計

自殺者数と自殺死亡率の年次推移

自殺に至る原因・動機

主な自殺の傾向

自殺未遂歴の有無

市民とともに「誰もが自殺に追い込まれることのない社会の
実現」をめざします。

基本理念

市民が自殺に至る心情や背景を理解し、自らの心の不調や周りの
人の不調に気づき、自殺を予防する行動につながるよう、全庁的な自
殺対策の取組を進めます。

⑴ 「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題」であると認識
します。

⑵ 庁内の事業に自殺対策（生きることの包括的な支援）の視点を反
映させます。

⑶ 精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的
な取組を行います。

生きることの支援に関連する取組

計画期間

２０１９年
～２０２３年

（５年間）

計画の進行管理と評価

９つの課題ごとに主な取組の
評価指標を設定

PDCAサイクルにより評価・検証

数値目標
（自殺死亡率の目標値）

２０１５年 １７．６
↓

２０２６年 １２．３

連携の強化

孤独 生活苦 病気
人間関係の不和

失業、多重債務 など

生きることの
阻害要因

生きることの促進要因を高めるために自殺のリスクを低減させ、生きることを包括的に支援します

包括的な支援
市民、地域コミュニティ、学校、職場、関係機関、民間団体 医療機関、行政

」
生きがい

自己肯定感
信頼できる人間関係
危機を回避する力

安心することができる居場所 など

生きることの
促進要因

増

減

自殺対策における取組 生きることの包括的な支援

１ 市民への啓発と周知の推進

２ 命を守る教育の推進

５ 自殺リスクの高い人への支援の充実

６ 自殺未遂者、遺された人への支援の充実
自殺対策の視点を取り入れた
取組の推進

44事業 50事業

市民へのアプローチ

３ 相談支援体制の充実

４ 安心して暮らすことができる地域づくり

自殺対策を進めていくための基盤づくり

７ 地域におけるネットワークの構築

８ 関係団体との連携

課題を解決するための取組

９ 自殺対策を支える人材の育成
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妊 娠 期 か ら ⼦ 育 て 期 に わ た る 切 れ ⽬ の な い ⽀ 援

妊娠 出産 乳児 幼児

産後うつの予防や妊産婦の⾃殺予防、新⽣児への虐待予防等を図るため、
産後2週間、産後1か⽉など産後間もない時期の産婦に対する健康診査(⺟
体の⾝体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等)にかかる費⽤を
助成することにより、産後の初期段階における⺟⼦に対する⽀援を強化
し、妊娠期から⼦育て期にわたる切れ⽬のない⽀援体制を整備する。

５－（１１） 産婦健康診査の費用助成５.保健・医療
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産婦健康診査事業の⽬的

問診、診察、体重・⾎圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票
(EPDS)、NICE(英国国⽴医療技術評価機構)のガイドラインで推奨さ
れるうつ病に関する2項⽬質問票
※エジンバラ産後うつ病質問票の実施が必須

内容 (三重県の産婦健康診査事業実施マニュアルに準ずる)

2回 (1回⽬：出産後2週間前後 2回⽬：出産後1か⽉前後)
※受診期限：出産後62⽇以内

回数(受診時期)

受診⽇当⽇に津市に住⺠票のある⽅で、産後おおむね１か⽉以内の⽅

対象者 ・未受診の場合は、医療機関より受診勧奨を実施。必要に応じ、
保健センターより受診勧奨通知の送付、訪問等にて⽀援を実施。

・受診の結果、⽀援が必要な場合は、医療機関にて経過観察、精神科
や⼩児科(津市出産前後おやこ⽀援事業を活⽤)へ紹介、保健センター
等相談窓⼝への情報提供を⾏い、継続して⽀援を実施。

⽀援体制

妊
娠
届
出

⺟
⼦
健
康
⼿
帳

交
付

妊婦⼀般健康診査(14回)
＊多胎妊婦へは追加して5回分
の健診費⽤を助成

産婦健康診査(2回) ⾚

訪
問

(

乳
児
家
庭
全
⼾
訪
問
事
業)

乳
児
⼀
般
健
康
診
査

(

4

⽉
児

10

⽉
児)

1
歳
6

⽉
児
健
康
診
査

3
歳
児
健
康
診
査◎産後ケア事業

産婦の⼼⾝の不調や産後うつ等を防ぐため、
⺟⼦への⼼⾝のケアや育児サポート等の実施
◎相談、産婦訪問など

⽀援が必要な産婦を把握
◎ママのすこやか応援プランを作成(相談先
として地区担当の保健センターを紹介)

◎妊娠期からの⽀援が必要な場合は、
「妊産婦⽀援計画」を作成し、
地区担当保健師が継続⽀援を実施

津市産婦健康診査実施医療機関または助産所
※市外(県外)の産婦健診実施医療機関等にて受診する場合も費⽤助成あり

受診場所
令和５年度予算額 16,610千円

【内訳】
産婦健康診査委託料 16,190千円 産婦健康診査受診助成⾦ 420千円

令和3年度から開始


