
第1号様式
所属進行表

局名 部名

保健福祉局 保健医療部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　こころといのちを守るしくみづくりの推進

累計35,000人

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

250回 76 133 110 94

２　業務実績

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

・　特定疾患治療研究事業における特定疾患医療
受給者証の平成25年度更新事務を実施している。
　平成25年９月30日現在　受給者証更新交付数
45,227件

・　特定疾患治療研究事業における特定疾患医療
受給者証の平成25年度新規申請認定審査を実施し
ている。
　平成25年12月31日現在　認定件数　6,117件

年度末目標
（計画）

実　　　　　　績

平成24年度末 平成25年９月末 平成25年度末

室・課（出先は所属）名

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があり
ます。

所属HPアドレス
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1384/保健予防課

　保健予防課では、特定疾患患者や肝炎患者、原子爆弾被爆者等に対する医療費助成、精神科救急医療体制の整
備、「こころの電話相談」などの自殺対策のほか、精神保健福祉センターに関することなどを行っている。

　①　自殺者の減少を図るため、自殺のサインに気づき適切な対応を図る人材（ゲートキーパー）の養成に力を入
れるなど、自殺対策を総合的に推進する。

項目

業務運営進行表
（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属

ゲートキーパー養成 累計30,521人 累計35,484人 累計46,327人

　②　精神疾患を持つ人などが孤立することなく地域生活を送れるようにするため、精神科医や精神保健福祉士な
ど多職種の専門チームによる訪問支援等推進する。

項目
年間目標
（計画）

実　　　　　　績　　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

訪問支援等 413

項目 実績・進捗状況

○　難病対策
　・　特定疾患治療研究事業
　・　難病対策の改革への対応　　など

・　特定疾患治療研究事業における特定疾患医療
受給者証の平成25年度更新事務を開始した。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

4,820,786 5,146,222 132 5,146,354

352,533 110,000 6,693 215,042 331,735

41,918 353 257 455 19,017 21,023 41,105

5,215,237 353 110,257 455 5,171,932 236,197 5,519,193

項目 (再)配当額

事業費 11,737,679 2,589,259 2,839,960 2,686,616 2,831,438 280,040 11,227,313

維持管理費 0

計 11,737,679 2,589,259 2,839,960 2,686,616 2,831,438 280,040 11,227,313

21,115 34,938 33,420 33,594 123,067

2,348 658 2,486 343 5,833

15,795 16,569 32,364

39,258 35,595 52,474 33,937 161,264

7,754 7,754 7,814 7,754 31,076

3,762 3,762 3,762 3,762 15,046

50,773 47,111 64,050 45,452 0 207,387

2,640,032 2,887,071 2,750,667 2,876,890 280,040 11,434,700
△ 2,639,680 △ 2,776,814 △ 2,750,212 2,295,042 △ 43,843 △ 5,915,507

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注
１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

国庫支出金

繰入金

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 20 20 20 20

再任用職員

臨時的任用職員 2 2 2 2

非常勤職員 3 3 3 3

計（人） 25 25 25 25

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1384/


第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

○　補助金交付事業

・　各種補助事業において、交付事務等を行っ
た。
・　関係団体と補助金の見直しに向けた状況把握
や調整などを行った。

・　各種補助事業のうち、月払い、又は四半期払
い分について、適切な支出を行った。
・　関係団体と補助金の見直しに向けた状況把握
や調整などを行った。

・　各種補助事業のうち、月払い、又は四半期払
い分について、適切な支出を行った。
・　関係団体と補助金の見直しに向け、引続き状
況把握や調整などを行った。

○　精神科救急医療対策事業
　・　身体合併症対応施設の指定　　など

・　身体合併症対象施設(精神疾患と身体疾患を合
併する救急患者に対応できる拠点医療機関)となる
医療機関に対する調整等を進めた。

・　身体合併症対象施設(精神疾患と身体疾患を合
併する救急患者に対応できる拠点医療機関)となる
医療機関に対する調整等を進めた。

・　身体合併症対象施設(精神疾患と身体疾患を合
併する救急患者に対応できる拠点医療機関)となる
医療機関に対する調整等を進めた。

・　身体合併症対象施設(精神疾患と身体疾患を合
併する救急患者に対応できる拠点医療機関)となる
医療機関に対する調整等を進めた。

・　平成27年１月に施行が予定されている新制度
に係る情報収集開始
・特定疾患治療研究事業における特定疾患医療受
給者証の平成25年度新規申請認定審査を実施して
いる。
　平成26年３月31日現在　認定件数　8,016件

○　肝疾患・腎疾患対策
　・　「神奈川県肝炎対策推進計画」の推進
　・　慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会
など

・　医療従事者等への肝炎に関する情報提供と啓
発のため医療従事者向けパンフレットの作成、配
布を行った。
・　慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会の開催
に向け、委員との調整等の準備を進めた。
・　災害時透析患者支援マニュアルにおける「緊
急透析カード」を作成し、幅広く活用できるよう
ホームページに掲載した。

・　慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会を開催
した。
・　肝疾患に関する啓発活動を推進するため、県
内５会場で市民公開講座を実施した。
・　肝臓病教室の開催に向け、準備調整等を行っ
た。

・　慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策に係る普及啓発用
ポスター及びリーフレット等の原稿作成を行っ
た。
・　第１回肝臓病教室を開催した。また、今後の
開催に向けて準備調整等を行った。(平成25年度は
３回開催予定)
・　災害時透析患者支援マニュアルに基づく災害
時の情報伝達ができるよう、平成25年度職員緊急
参集訓練にあわせ、情報入力訓練を行った。

・　慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策に係る普及啓発用
ポスター等の印刷を行い、関係各病院等へ送付を
行った。
・　所属ホームページにおけるCKD普及啓発に係る
掲載内容を追加した。
・　第２、３回肝臓病教室を開催し、肝炎治療に
係る講演及び肝炎患者及び家族の交流・情報交換
会を行った。

○　難病対策
　・　特定疾患治療研究事業
　・　難病対策の改革への対応　　など



第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

○　事故・不祥事防止の取組

・　日常点検チェックリストによる点検を実施し
た。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れのない
よう進行管理を行った。
・　非常勤職員（日々雇用職員含む）に対し、不
祥事防止に係る説明等を行った。

・　日常点検チェックリストによる点検を実施し
た。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れのない
よう進行管理を行った。
・　非常勤職員（日々雇用職員含む）に対し、不
祥事防止に係る説明等を行った。

・　日常点検チェックリストによる点検を実施し
た。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れのない
よう進行管理を行った。
・　非常勤職員（日々雇用職員含む）に対し、不
祥事防止に係る説明等を行った。
・　年末年始に向け、飲酒及び自動車運転等につ
いて、注意喚起を行った。

・　日常点検チェックリストによる点検を実施し
た。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れのない
よう進行管理を行った。
・　非常勤職員（日々雇用職員含む）に対し、不
祥事防止に係る説明等を行った。

○　補助金交付事業

・　各種補助事業のうち、月払い、又は四半期払
い分について、適切な支出を行った。
・　関係団体と補助金の見直しに向け、引続き状
況把握や調整などを行った。

045-210-4775

所属長評価

年度途中における契約手続きや支出等を円滑に行うとともに、今までの執行
状況などをふまえ、今後の事業実施に遅れなどがでないよう計画的に行って
いる。物品や印刷物等、スケールメリットが考慮できるものについて、課内
調整の上、取りまとめて依頼するなどにより、経費節減を行い効率的な運営
ができた。

新年度に向けての契約手続きや年度末における支出等を円滑に行うととも
に、今までの執行状況などをふまえ、今後の事業実施に遅れなどがでないよ
う計画的に行っている。また、蛍光灯のこまめな消灯やコピー機の設定変更
などにより、経費節減を行い効率的な運営ができた。

年度を通じて契約手続きや支出等を円滑に行うなどして各業務とも計画的に
運営することができた。
また、ホームページの活用やコピー・印刷時の工夫等により経費節減を行
い、効率的な運営ができた。

今年度の各事業における契約手続き等を円滑に行うなどして、各業務とも計
画的に運営している。なお、肝疾患・腎疾患対策において、関係団体との協
働やホームページによる周知を工夫することで、経費節減につなげ効率的な
運営ができた。

連絡先（電話番号）

年度途中における契約手続きや支出等を円滑に行うなどして、各業務とも計
画的に運営している。コピー用紙などの使用に当たり、両面コピーや裏面使
用及び集約印刷などを呼び掛け、周知することにより、経費節減を行い効率
的な運営ができた。


