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高梁市医療計画 

ごあいさつ 

 

高梁市は、「ひと・まち・自然にやさしい高梁」を都 

市像に掲げ、高梁市新総合計画に基づき、誰もが安心し 

て暮らすことのできる社会の実現を目指して、まちづく 

りを進めています。 

しかしながら本市は、人口の減少に歯止めがかから 

ず、少子・高齢化が急速に進展しています。こうした 

中、特に医療の分野では、中山間地域特有の交通アクセ 

スの不便さ、医療人材の不足や高齢化などにより、医療 

提供体制は十分とは言えず、今後においてもその不安は 

高まるばかりです。 

こうした医療課題への対応は、本来国・県が主導する部分もありますが、地域の特性を

把握し効果的な対応を進めていくためには、市独自で地域の医療に対する施策を打ち出し

ていく必要があると考えました。独自に将来の医療需給を推計し、これを基に市内の医療

資源の効率的な活用を図る中で、医療機関単体ではなく、地域全体で連携した取り組みを

推進することが大切です。 

そこで、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年度を目途として、持続可能な地域医療

体制を構築していくための計画として、第 8次岡山県保健医療計画や第 7期高梁市介護保

険事業計画等との整合を図りながら、「高梁市医療計画」を策定しました。 

本計画では、「地域医療は、まちづくり」を基本理念とし、医療の分野だけでこれを実

現させるのではなく、介護・健康・交通・子育て・まちづくりといった関連する分野との

連携を図りながら、本市と同様の問題を抱える全国の中山間地域にとって、先導的な地域

医療モデルの構築を目指します。 

本計画に位置付けた施策の全ては、医療に関わる多くの関係者の積極的な参画があって

こそ、その成果が表れるものと考えています。また、市民の皆様のご理解とご協力なくし

ても成し得ないものです。どうぞよろしくお願いします。 

結びに、本計画の策定にあたり、アンケート調査にご協力いただいた皆様、高梁市医療

計画検討委員会の委員の皆様をはじめご指導、ご助言をいただいた全ての方々に、心から

感謝を申しあげ、ごあいさつといたします。 

 

平成 30年 5月 

 高梁市長  近 藤 隆 則
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