
地域医療と市民を結ぶ会
例 会（１８：００～１９：３０）
①大岩俊夫代表のおはなし
来年度診療報酬改定、在宅医療などの動向

②松本市の健康寿命延伸の視察報告
③情報交換、意見交換など

懇親会（１９：４５～２１：３０）

２０１５年１１月２７日（金）
花見東２区公民館
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１１月１９日
朝のNHKテレビニュース
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Business | 2015年 11月 24日
診療報酬改定で歳出改革、後発医薬品半額以下に＝諮問会議民間議員

［東京 ２４日 ロイター］ -経済財政諮問会議の民間議員らは２４日の同会議で、社会保障分野の歳出改革を大胆に推進するため、後
発医薬品の価格を先発品の半額以下にすることや、医療の必要度が低い療養病床の診療報酬を引き下げるべき、などと提言した。

伊藤元重・東京大学大学院教授ら民間議員４人は、経済・財政再生計画初年度にあたる２０１６年度において、医療分野の歳出改革を
大胆に推進すべきだとして、診療報酬改定などを通じたインセンティブ改革を提言。

薬価については、特許の切れた先発薬の価格も大胆に引き下げることや、湿布等市販品類似医薬品の保険収載から除外することも提
言。

診療報酬本体については、入院患者７人に対して看護師１人を配置する手厚い病床に対して診療報酬が高めとなっているため、そうし
た病床削減のために、診療報酬を引き下げることも盛り込んだ。

調剤報酬は、院外処方が院内処方に比べて１．２─１．５倍の高値となっていることから、いわゆる門前薬局など調剤報酬を適正化するこ
とを求めた。

また、医療費適正化計画の前倒しも提言、全ての都道府県が地域医療構想と整合的な医療費適正化計画を策定する期限を、従来の２
０１７年度末から１年前倒しすることを提言。レセプトやカルテも含めて標準化された医療データを整備し連携活用できるよう、１８年度ま
での集中改革期間内に前倒しでデータ整備を行うべきだとした。

検討が必要な制度改革については、１６年度末までに結論を得て、医療・介護に関する法改正事項は１７年度通常国会への提出を期限
とすべきとした。

(中川泉 編集：内田慎一)
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診療報酬：マイナス改定へ 本体の引き下げ焦点
毎日新聞 2015年11月22日 09時00分

政府・自民党は、医療の値段である診療報酬を２０１６年度の改定で引き下げる調整
に入った。マイナス改定は８年ぶり、前回（１４年度）は消費増税分が加算されており、
実質では２回連続マイナスになる。診療報酬のうち、「薬価」部分は１％超の引き下げ
とした上で、医師や薬剤師の技術料など「本体」部分も横ばい程度で調整しており、１０
年ぶりの本体マイナスに踏み込むかが焦点になる。【宮島寛、阿部亮介】

診療報酬改定は国家財政に与える影響が大きく、１６年度予算編成の最大の焦点の
一つ。厚生労働省は８月末の概算要求で、高齢化に伴う年金・医療費などの自然増を
６７００億円と見積もっているが、政府の財政健全化計画に基づき、１７００億円程度の
圧縮を求められている。同省は来年度に大きな制度改正などがなく、主に診療報酬改
定で解消しなければならない。１％下げで約１１００億円の国費抑制効果が見込まれ、
全体の下げ幅は最大１．５％程度を軸に検討している。

診療報酬のうち、薬価については毎回、実勢価格下落に合わせ１〜２％程度下げて
きた。来年度も同水準の引き下げをする。一方、本体でも、大病院に隣接して多くの処
方箋を受け付けるだけで、服薬指導などをしていない「門前薬局」の報酬引き下げなど
薬剤師の技術料にも切り込む。

ただ、日本医師会は来春に会長選を控えており、大幅なマイナス改定には自民党内
に来夏の参院選への影響を懸念する声がある。このため、本体のうち医師の技術料
などへの切り込みは抑え、「政治的に許容できる範囲」（自民政調幹部）で調整する方
針だ。
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美しく生きる
健康寿命延伸都市・松本

視察報告

松本市滞在期間：２０１５年１０月２０日～２２日

古賀市議会議員

奴間 健司 http://www.numakenji.jimdo.com/
（２０１５年１１月２７日報告）

調べて気づき、見て感動し、聞いて確かめ、まとめて消化。
伝えて共有し、理解を広めて行動する。
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花見東２区公民館（１１月２６日）
木よう館

野菜の移動販売
子育てサロン

健康相談・測定（保健師、健康づくり推進員）
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松本市視察の目的について
①菅谷市長との直接面談
②松本市における地方創生の取り組み
③健康寿命延伸の取り組み
④地区担当保健師の配置と現場の活動の視察
⑤健康産業・企業立地の取り組み
⑥その他（財政の現状、新人職員の人材育成）
⑦古賀市の保健師体制の確保・計画的充実対策

松本市視察のスケジュール
①１０月２０日（火） １４：１０～１４：３０ 菅谷昭市長表敬訪問
② １６：００～１８：４５ 地方創生シンポジウム参加
③１０月２１日（水） １０：００～１１：３０ 芳川地区担当保健師の活動視察 福祉ひろばでの親子教室

芳川地区地域づくりセンター視察
④ １３：３０～１５：００ 健康産業の取組みについて（健康産業・企業立地課長）
⑤ １５：００～１７：００ 保健師活動について（健康づくり課長）
⑥ １８：００～２１：００ 懇親会

（健康産業・企業立地課長、健康づくり課長、健康づくり課係長）
⑦１０月２２日（木） ９：４５～１１：３０ 北部保健センター視察、地区担当保健師活動、転倒予防教室、
⑧ 城東地区地域づくりセンター、地区担当保健師の活動視察
⑨ １３：００～１４：３０ 国保、データヘルス計画について（保険課長、係長） 20

松本市との出会い

古畑課長の説明を
お聞きしました
２０１３年１１月６日
（会派合同視察）



松本市でお会いした方々

①菅谷 昭 さん 松本市長
②小原 直樹さん 松本市 秘書課課長
③丸山 貴史さん 松本市健康福祉部長
④小林 浩之さん 松本市商工観光部 健康産業・企業立地課 課長
⑤小林 伸一さん 松本市議会事務局 次長
⑥塚田 雅宏さん 松本市健康福祉部 保険課 課長
⑦古畑 崇子さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 課長
⑧林 裕子さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 課長補佐（保健師） 保健予防担当
⑨加藤 琢江さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 係長（保健師） 保健予防担当
⑩宮沢 美樹さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 南部保健センター 保健師（芳川地区担当）
⑪藤井 勇さん 松本市地域づくり部 芳川地区地域づくりセンター長 芳川出張所長 芳川公民館館長補佐
⑫ 芳川地区福祉ひろば コーディネーター
⑬ 芳川地区福祉ひろば コーディネーター
⑭佐藤 亜矢子さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 北部保健センター 課長補佐（保健師）
⑮林 篤喜さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 北部保健センター 保健師（地区担当）
⑯甘利 佑紀さん 松本市健康福祉部 健康づくり課 北部保健センター 健康運動指導士
⑰ 松本市健康福祉部 健康づくり課 北部保健センター 保健師（地区担当・嘱託）
⑱布山 智子さん 松本市地域づくり部 城東地区地域づくりセンター長 城東公民館館長補佐
⑲原田 武邦さん 松本市教育委員会 教育部 城東公民館館長
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松本市の皆さんの暖かい受け
入れに感激しました。

健康づくり課の古畑課長による
充実した日程設定に
心より感謝します！



菅谷市長を表敬訪問
「市長は戦略を語り、肉づけは
職員が頑張ってくれる。あとは
ほめるだけ。」
「医療人としての視点」
「金太郎飴の政策。地方が国
を変える。地方から世界に発
信する。」
※市長学を学べたことは大き
な収穫だった。
２０１５年１０月２０日
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地方創生シンポジウムに参加
２０１５年１０月２０日

１０月１３日には「市政報
告会」で菅谷市長が講演。
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地方創生シンポジウムに参加
①基調講演：増田寛也さん
②パネルディスカッション
「100年後の松本市を考える」
ア）どんなまちか
イ）地方創生松本版
ウ）人口減少処方箋
エ）地域産業
オ）１００年後の松本市
パネラー
女優の賀来千香子さん
松本商工会議所会頭の井上保さん
松本市長の菅谷昭さん
増田さん
司会：文藝春秋常務取締役の木俣正剛さん

２０１５年１０月２０日 24



三ガク都の松本市
岳都（上高地、美ヶ原）

学都（信州大学、重文 旧開智学校）

楽都（セイジ・オザワ 松本フェスティバル
鈴木メソッド）

25

松本市とは長野県のほぼ中央
面積 ９７８．４７ｋ㎡（県内第１位）
人口 ２４１，６８０人（2015年4月1日）
世帯数 １０２，３９６世帯
高齢化率 ２６．３％
製造品出荷額 ４，６０１億円（県内第２位）



地方創生の基本目標

生きがいの仕組みづくり
１２年前から言ってきたこと

国も動き出した
地域づくりと健康づくりを

一体的に進める
国が求める地域包括ケアは
松本ではできている
２０１５年１０月２０日
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「健康寿命延伸都市・松本」を掲げ、量から

質へ発想を転換してきた。人口という「量」

だけの視点にとらわれることなく社会の成熟

度に関わる「質」を重視する。これまで培っ

てきた基本的考え方に従い、「健康寿命延伸

都市・松本」の創造に取り組む。

①目標設定 国民希望出生率１．８を実現するこ

とを当面の目標。２０４０年（平成５２）までに

合計特殊出生率を1.8とする。

②人口推計

2015年 240,000人

2040年 214,361人

2060年 188,334人

国の提唱する「地方創生」はまさに本市が取り

組んできた「健康寿命延伸都市・松本の創造」。

先駆的取り組みに誇りを持ち、成熟型社会の都市

モデルを目指すフロントランナーとして成果を上

げる。

重点施策

①健康・医療産業の創出・育成

※新工業団地分譲進捗34.7%→90%

②高次広範の観光戦略

※観光宿泊者数 187万人→200万人

③松本産品のブランド化 ※商品開発件数 １０件

④新しい働き方・雇用創出

※テレワーク誘致事業所数 30件

⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

※市民の思い 83.7%→85％

⑥コンパクト都市と賑わい

※公共交通利用者数 23,500人→25,900人

⑦再生可能エネルギー活用

⑧成熟型社会都市基盤 ※要介護認定率 22.5%→22.4%

松本市・人口ビジョン骨子 松本市・まち・ひと・しごと創生総合戦略骨子
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「まつもと１００年塾」
バックキャスティング手法

理想とする将来像を描いて、
それを実現するために
必要な施策を考える手法
２０１５年１０月２０日
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国宝・松本城と白ジャンパー

現場活動を視察するため
古賀市予防健診課から

スタッフジャンパーをお借りし
着用して現場を回りました！
２０１５年１０月２０日～２２日
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①市全体で３５地区、４９３町会、１０，７２４隣組
②２年前に地域づくりセンター設置。福祉ひろば、
公民館の活動が展開。

③芳川地区に２９人の民生委員、５０人の健康づく
り推進員。毎月例会、地区担当保健師、センター
長も出席。
④地域づくりセンターに６人、公民館に２人、福祉
ひろばに２人の職員。
⑤ぽかぽかくらぶは月１回。福祉ひろばは月４回
開放し、２人のコーディネーターが対応。日常的
にセンター長が対応することもある。
⑥センターには地区担当保健師の机も設置。

芳川地区地域づくりセンター視察

藤井勇さん（センター長、出張所長、
公民館館長補佐）
２０１５年１０月２１日
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０歳児対象の「ぽかぽかくらぶ」
地区担当保健師が赤ちゃんマッサージ

お母さんや赤ちゃんもニコニコ
２０１５年１０月２１日
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松本市健康福祉部
健康づくり課 保健予防担当
課長補佐（保健師）（統括保健師）
林 裕子さん
南部保健センター（保健師）
宮沢 美樹さん（地区を担当して５年）
（２０１５年１０月２１日）

地区担当保健師
①南部保健センターに保健師１３人。７地区を
持っている。地域に軸足を置くようにしている。
②一人の保健師が一つの地域担当。
③芳川地域づくりセンターは保健師の机を設置
してくれている。
④芳川地区には、民生委員２９人、健康づくり推
員５０人。保健師が定例会に出席。
⑤新規採用職員は半年は「フレッシャーズノー
ト」、新人保健師は１年間はプリセプターの指導。
⑥保健福祉部内で横断的に政策などを学習す
る「Kプロジェクト」。１年に一度発表会。

２０１５年１０月２１日
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松本市 芳川地区「福祉ひろば」

二人のコーディネーターがいます。
地域で推薦された方々です。
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松本市健康福祉部
健康づくり課 北部保健センター
課長補佐（保健師）
佐藤 亜矢子さん
（２０１５年１０月２２日）

北部保健センター視察

信州大学医学部の近く。
城東地域づくりセンター、
公民館、福祉ひろばが併設
２０１５年１０月２２日
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北部保健センター・転倒予防教室

２次予防対象者の皆さんに
地区担当保健師がお話をしています。

週１回、６ヶ月間。
２０１５年１０月２２日

２０１６年度は一般介護予防事業
（介護予防普及啓発事業）を予定

①送迎がなくなることもあり、地区単位
（公民館、福祉ひろば）で講座を展開。

②地区担当保健師が包括支援センター
等と相談し計画立案。

③地域づくりセンターと共催、地域ケア
会議等での意見を反映。

④地区担当保健師、管理栄養士、理学
療法士、健康運動指導士がスタッフ
⑤２０１６年度参加見込みは３４１０人。
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①１次、２次予防が
来年度はなくなる。

②国にならって終
了するか、地区で
何ができるか、地区
担当保健師等が地
区課題のデータに
基づき検討。

③その結果、身近
な地区での講座な
どのメニューを提案。
地区公民館、福祉
ひろばでの取り組
みを計画。送迎が
なくても実現できる
メニュー。

36



松本市健康福祉部
健康づくり課 北部保健センター
保健師（１年生の新人）
林 篤喜さん（向かって左）
健康運動指導士
甘利 祐紀さん（向かって右）
後ろでは転倒予防教室実施中。

林保健師はこのあと地区担当保
健師として、ケース会議（受け持
ちの方の入院と子どもの対応）に
先輩保健師と出席しました。
（２０１５年１０月２２日）

①北部保健センターには７地区
あり、７人の保健師が各地区を
担当。３年間は継続。

②新人（嘱託含む）にはプリセプ
ター（２５年程度の経験者）が１
年間指導。

③中間と年度末に新人カンファ
レンス。

④信州大学事例検討会（年３回）、
看護協会の地区診断研修会に
参加。
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松本駅です

「三ガク都」（岳都、学都、楽都）
「美しく生きる。・・・」の看板
２０１５年１０月２２日
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馬刺しに馬肉のベーコンサラダ

海のない松本市では居酒屋では馬刺し
が定番。ほかに貴重なタンパク源として
イナゴや蜂の子の佃煮も頂きました。

２０１５年１０月２２日

信州といえばやはりお蕎麦

松本の人は冬でもざるそば。
２０１５年１０月２０日～２２日
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松本市健康福祉部
健康づくり課
課長（保健師）
古畑 崇子さん
（２０１５年１０月２０日～２２日）

「松本市 健康づくり
の取り組み」

説明資料（抜粋）
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①町会長が２名程度推薦し、
非常勤職員特別職として市
長の委嘱。任期は２年。（根
拠は設置要綱）３５地区で
推進員会。その会長が理事
となり市の連合会を組織。
松本市部（３市５村）、県保
健補導員連絡協議会（１０
支部）。

②推進員に対する報酬は
年間９８００円、理事は３６５
００円。

③地域づくりセンターで定
例会が行われる

①「食生活改善推進員養成
教室」修了者のボランティア。

愛称はヘルスメイト、食改さ
ん。健康づくり推進員経験
者に勧めている。

③各地区で推進員会。各地
区に２万円委託費、３５地区
で７０万円。１教室１万円単
位。市の推進協議会を組織。
松本平ら支部（３市４村）、
県推進協議会（１１支部）、
全国組織として日本食生活
協会。

④地域づくりセンターで定
例会が行われる

古賀市：４０人、費用弁償８００円/時間

古賀市：４４人、
年間１５万円

補助
41

「松本市 健康づくり
の取り組み」

説明資料（抜粋）



小学校４年生、中学
校２年生が血液検
査を行う。

地区担当保健師が
学校を訪問し、年１
回健康教育を行う。

42

「松本市 健康づくり
の取り組み」

説明資料（抜粋）



「松本市の保健衛生」

（平成２６年度実績）
（抜粋）

A４版・６４ページ
毎年作成

業務が増えている実
績を示し、増員要求を
行う根拠となる。

Ⅰ松本市の概況
Ⅱ組織及び職員構成
Ⅲ松本市の医療等の状況
Ⅳ保険事業の主な変遷
Ⅴ平成２６年度松本市健康づくり計画
スマイルライフ松本２１の推進事業計画
Ⅵライフサイクルに応じた保険事業
Ⅶ人口動態等
Ⅷ保健事業の実施状況
（母子、成人、訪問指導等々）
Ⅸ業務実績
Ⅹ保健センター利用状況
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松本市と古賀市の
保健師の配置状況の比較

健康づくり分野
松本市：一人保健師あたり人口 ４，３９４人
古賀市：一人保健師あたり人口１４，５７６人

（実働保健師）
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「松本市の保健衛生」

（平成２６年度実績）
（資料をグラフ化）

国が求める「子
育て地域包括
支援センター」
について増員
要求を行った
結果、コーディ
ネーターを嘱託
保健師とするこ
ととなった。
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「松本市の保健衛生」

（平成２６年度実績）
（資料をグラフ化）

46

健康づくり推進員会など

減少し
ている
ことを
気にし
ていま
した
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「松本市の保健衛生」

（平成２６年度実績）
（抜粋）



データヘルス計画について保険課長と
担当保健師からヒアリング（１０月２２日午後）

①１２年間のエビデンス（証拠）
を求められるが悩ましい。後期
高齢者医療費の伸び率は抑え
つつある。

②データヘルス計画は今年度
策定する。担当は保健師。健康
づくり計画との整合性、健康課
題を明確にする。 48



松本市商工観光部
健康産業・企業立地課
課長
小林 浩之さん
（２０１５年１０月２１日）

「松本ヘルスバレー
の実現に向けて」
説明資料（抜粋）

新松本工業団地
８ha中６haは分

譲済み。特別会
計でやっている。
医療、健康、環
境を重視し流通
は除く。
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２０代、３０代女
性の減少率が少
ないのは、医療
機関が多いこと、
子育て支援が充
実していること

シリコン
バレーは
雇用は集
めるが、
生活がな
い。それ
が違い。

50

「松本ヘルスバレー
の実現に向けて」
説明資料（抜粋）
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生きがいの
仕組みづくり

松本市地域づくり部
地域づくりシステム
説明資料（抜粋）
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生きがいの
仕組みづくり

松本市地域づくり部
地域づくりシステム
説明資料（抜粋）



松本市の目標の
共有と実行

市長は構想を述べる。
具体化は職員に
頼み、褒める。

月２回の庁議。
同時に部議（部ごと
の課長会）の開催。
会議録が配布され
課内での月２回の
係長会の開催。

会議録は地域づくり
センター長にも届く。内的要因があり、やり

たいと思うならやれ。
ドラえもんポケット、ど
うしたらよいか企業等
からアイデアもらえ。
現場には企画する

力はある。

「台湾の高雄へ行ってこい」、
「札幌へ飛んで来い」、「ドイツの
環境政策を学んで来い」
「地方が国を変える」、

「地方から世界に発信する」

なぜ次々
と・・？
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松本市の財政運営
財政状況の概要
（自力で収集・
加工したもの）

①一般会計８７９億６千万円（対
前年度比０．２％増）

②特別会計は国保２８９億４千
万円など５５６億６千万円

③企業会計は病院会計５４億１
千万円など２７３億２千万円
④合計１７０９億４千万円

⑤市長３期目最終年。第９次基
本計画最終年度。「完結」から
「繋ぎ」の年。「健康寿命延伸都
市・松本」の実現に向けて成果を
具体的な形で示す。

①５つの重点課題。松本城を中
心とするまちづくり、札幌や宗像
市・福津市との交流、台湾高雄
市での健康教室。
②子ども交流事業、３Kプラン（３

つの最重点）（健康づくり、危機
管理、子育て支援）

行財政基盤の強化

①補助金等１１５２
万円削減

②経常経費５億１７
４０万円削減

③正規職員５人減
で１０９５万円減。５
年間で７５人削減。

④市債残高を３５億
２３１５万円減
⑤１課一アピール
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松本市の財政運営
財政状況の概要
（自力で収集・
加工したもの）

古賀市

松本市
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松本市の財政運営
財政状況の概要
（自力で収集・
加工したもの）
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松本市の視察
中間まとめ（１）

～

南部保健
センター

中央保健
センター

北部保健
センター

西部保健
センター

保健センター

４

地域づくり
センター

３５

町会

４９３

隣組

１０，７２４

地域づくりセンター

福祉
ひろば

公民館

支所
出張所

緩やかな地域づくり協議会

町内公民館

健康づくり推進員

ボランティア

商工団体

地区社協

学校

農協

民生児童委員
町会

その他地区団体

地域
づくり課

市民活
動団体
大学
企業

本庁の
課題解決
支援チーム

地域づくり部
センター長

地区担当
保健師

健康づくり課
センター長

正規保健師 ８
役付き １
育休中 ２
嘱託 ２

健康福祉部健康づくり課と
地域づくり部が３５地区で共同
地区担当保健師が浸透している
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古賀市における構想（私案）
①人の配置

ア）予防健診課に１０名の保健師を配置する。２名は役
付、８名は地区担当。

イ）地域コミュニティ室は８人の校区コーディネーターを設
ける。

ウ）健康づくり推進員を各自治会から２名推薦し市長が
委嘱する。校区単位で推進会を組織する。

エ）食生活改善推進員を校区単位でまとめるようにする。
管理栄養士を複数配置とし校区単位での活動を補助す
る。
②地区担当保健師の活動

ア）小学校区での健康教室、測定会、健診、介護予防等
に取り組む。

イ）健康づくり推進会、民生委員会、老人会、福祉会など
の会合に出席する。

ウ）校区コーディネーターとともに、校区コミュニティ会議
に出席する。校区単位ならびに各行政区単位の活動を
企画する。

エ）校区単位での地域包括ケア地区会議に出席する。そ
こには、主治医、訪問看護師、ケアマネなども出席するよ
うに働きかける。
オ）各行政区でのヘルス・ステーション設置を支援する。
③小学校を活動拠点とする
ア）地区担当保健師のデスクを学校内に設ける。

イ）小学校４年生、中学校２年生の血液検査を実施し、地
区担当保健師が学校で健康教室を行う。

ウ）看護大学に事例研修、地区診断等の研修会をお願
いし、新人、中堅保健師（正規、嘱託）は必ず参加する。

松本市の視察
中間まとめ（４）

①視察報告を市民、職員、医療・介護関係者、地
域活動家・ボランティア、議員等に報告したい！
②皆さんと一緒に古賀市の健康寿命延伸の取り
組みを積極的に推進したい！
③行政の責任分野での判断が鍵を握っている！

産休対応として
正規保健師の
追加募集を！
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こが市議会だより
９月議会での一般質問
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考察
古賀市（あなたの街）と松本市との

違いは何か？

古賀市（あなたの街）はどういう
まちづくりをめざすべきか？

古賀市（あなたの街）は何から着手すべきか、
どうやったら実現できるか？

あなたの街の介護保険料の推計、健康づくり、
保健師体制はどうなっているか？

１

２

３

４


