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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

（注）常勤職員26人の内、５人は市、町への派遣職員です。（７月１日現在）

Ⅳ　業務実施状況
１　「健康寿命日本一」の達成に向けた推進体制の整備

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

室・課（出先は所属）名

項目 実績・進捗状況

　　県民の健康づくり推進のための効果的な施策を検討するため、「健康寿命日本一戦略会議」を設置し、検討を進めます。 

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債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/1504/

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　健康増進課では、健康増進法や母子保健法等に基づき、主に以下の仕事をしています。
①　都道府県健康増進計画である「かながわ健康プラン２１」を県民健康づくり運動として推進する
　健康づくり推進事業
②　県民の健康の増進に向けて健康保持と疾病予防を図るため、健康診査等市町村が行う保健事業の
　推進を図る健康増進事業
③　特定給食施設の指導、栄養表示等適正化推進事業、国民健康・栄養調査の実施等を行う食生活改善
　指導事業
④　県民の生涯を通じた歯科保健の向上を図るための歯科保健対策事業等
⑤　乳幼児の健康保持を図るため、新生児の先天性代謝異常等検査や、未熟児や養育支援が必要な
　保護者等への保健指導、不妊治療　への支援などの母子保健対策事業
⑥　アレルギー疾患対策や熱中症予防対策等の健康問題対策事業
⑦　人口動態調査や国民生活基礎調査など厚生統計調査等の実施

健康増進課
所　属

健康寿命日本一戦略会議の設置・開催

・会議設置要綱を制定するとともに、会議構成員の選任を
行い、会議開催に向け準備を進めた。

・７月２日及び９月４日に会議を開催し、健康寿命日本一
の達成に向けた議論を行った。

・年内の開催を予定していたが、構成員の日程が合わず、
１月28日に開催することとした。

･1月28日に開催し、これまで議論されたアイディアと事業
展開の方向の整理及び「未病を治すかながわ宣言」にあ
たっての課題について議論を行った。

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

144 50 53 10 56 170

298,503 395 297,809 -356 297,848

1,115,295 153 4 13 973,372 109,951 1,083,493

1,413,942 203 57 419 1,271,238 109,595 1,381,512

項目 (再)配当額

事業費 1,765,713 99,114 162,186 139,723 167,474 1,158,261 1,726,759

維持管理費 0

計 1,765,713 99,114 162,186 139,723 167,474 1,158,261 1,726,759

38,698 35,757 36,628 39,561 150,644

2,334 6 1,772 83 4,195

21,028 22,019 43,048

62,060 35,763 60,419 39,643 197,886

9,473 9,473 9,473 9,473 37,891

4,805 4,805 4,805 4,805 19,219

76,338 50,041 74,697 53,921 0 254,997

175,452 212,227 214,420 221,395 1,158,261 1,981,756

△ 175,249 △ 212,170 △ 214,002 1,049,843 △ 1,048,667 △ 600,244

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

使用料及び手数料

国庫支出金

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 26 26 26 26

再任用職員
臨時的任用職員

非常勤職員 4 4 4 4

計（人） 30 30 30 30

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1504/
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２　「健康寿命日本一」達成に向けた効果的な施策の推進

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 出納整理期間 累計

延べ500人 0 109 241 190 - 540

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

50箇所 40 42 43 - - 125

20ﾒﾆｭｰ 0 0 0
8ﾒﾆｭｰ
ｱﾗｶﾙﾄ5品

-
8ﾒﾆｭｰ
ｱﾗｶﾙﾄ5品

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

３　健康づくり施策の着実な推進

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

250人 0 81 116 0 － 197

項目

モデル事業参加人数

年間目標
（計画）

実　績　人　数　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

①健康寿命日本一戦略会議から提案された、県民の健康づくり推進のための取組みを、可能なものから順次施策化し、速やか
に実行に移します。

②医療保険者が行う特定健診・特定保健指導に着目し、生活習慣病のハイリスク者をターゲットとして効果的に生活習慣改善
につなげる保健指導方法を構築する取組である「かながわ保健指導モデル事業」を、３市町（海老名市・寒川町・大磯町）と
協働で実施し、生活習慣病予防・重症化予防の取組を推進します。

③県内産農産物の高機能性に着目した研究と、その県内産農産物を使用した医食農同源メニューの開発を、県立保健福祉大学
等との連携により推進します。
　また、医食農同源メニュー集や、リーフレットを作成し、食生活改善推進員や栄養士等の協力により県民への周知を行うと
ともに、大型直売センターやスーパー・コンビニなどでの配布や、ホームページ等での情報提供など、あらゆる媒体を利用し
ての周知を行います。

項目 実績・進捗状況

戦略会議から提案された施策の検討･実施

・戦略会議は第２・四半期からの開催のため実績はない
が、ＣＨＯ構想の検討など、県民の健康づくり推進のため
の取組みについて検討を行った。

・戦略会議の議論を踏まえ、県民の健康づくり推進施策の
具体化に向けた検討を行った。

・戦略会議の議論及び具体化に向けた検討を踏まえ、来年
度実施のための予算編成等を行うとともに、一部事業につ
いて年度内実施に向けた準備を行った。

・戦略会議の議論を踏まえ、「未病を治すかながわ宣言」
をとりまとめ、また、「未病を治すかながわ宣言協力活動
登録制度」を立ち上げた。

大型直売ｾﾝﾀｰ、ｽｰﾊﾟｰ等
でのﾒﾆｭｰ提供施設数

項目
年間目標
（計画）

実　　績　　　　　　　　　　　　　(単位：箇所／ﾒﾆｭｰ)

医食農同源ﾒﾆｭｰの作成
数

④病気にならない「未病を治す取組み」の実現のため、漢方診断の研究成果を活用して、体調や体質などから自分の健康状態
（未病）をチェックし、改善に向けてのアドバイスを行う仕組みの研究を推進します。

項目 実績・進捗状況

「漢方」を活用した未病チェックの仕組みの構築

・慶應義塾大学ＳＦＣ研究所と委託契約を締結し、同所に
おいて研究を開始した。

・慶應義塾大学ＳＦＣ研究所において研究を実施した。

・慶應義塾大学ＳＦＣ研究所において、引き続き研究を実
施した。

・委託研究が終了。未病チェックシートが完成した。

⑤県民や企業等の健康づくりへの関心を高め、健康づくりを県民運動で進めるための「健康寿命日本一フォーラム（仮称）」
を開催します。

項目 実績・進捗状況

「健康寿命日本一フォーラム（仮称）」の開催

・フォーラムの開催に向け、実施時期や実施内容などにつ
いて検討を進めるとともに、「健康寿命日本一」ロゴマー
クを作成した。

・フォーラムを12月23日(月・祝)に、はまぎんホールで開
催することを決定し、基調講演やパネリストの人選等、実
施内容について検討を進めた。

・フォーラムを12月23日(月・祝)に、はまぎんホールで開
催し、約350名の方が来場された。

・実績報告及びアンケート結果をとりまとめた。

項目
年間目標
（計画）

実　績　人　数　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

8020運動推進員の養成
数

・平成２５年３月に策定した「かながわ健康プラン２１（第２次）」に基づき、県民の健康づくりに資する取組みを着実に推
進します。
・平成２５年３月に新規策定した「歯及び口腔の健康づくり推進計画」に基づき、お口の健口体操の普及啓発など８０２０運
動の推進を進めるとともに、医科歯科連携の推進にも新たに取り組みます。
・県民の健康づくりの推進母体である「公益財団法人　かながわ健康財団」の運営改善に向けた検討を行います。
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４　「食育」の推進

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

2,800人 0 2,800 0 0 － 2,800

５　母子保健を取り巻く喫緊の課題に対する取組みの推進

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

講演会参加者数
延べ100人

0 309人 226人 85人 - 620人

６　保健福祉に関する調査統計データの効果的な活用

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

適正な調査実施、24年度調査結果の公表、効果的な活
用・発信の検討

・厚生行政施策立案の基礎資料を得るため、人口動態調
査、衛生行政報告等各種調査の実施及び24年度調査結果の
８月公表に向けた準備実施

・厚生行政施策立案の基礎資料を得るため、人口動態調
査、衛生行政報告等各種調査の実施及び調査結果(医療施
設調査病院報告分　23年度実績）の公表実施（８月）

・厚生行政施策立案の基礎資料を得るため、人口動態調
査、衛生行政報告等各種調査の実施

・厚生行政施策立案の基礎資料を得るため、人口動態調
査、衛生行政報告等各種調査の実施及び24年度調査結果
(人口動態調査、衛生行政報告例　24年度実績）の公表実
施（３月）

045-210-4786

所属長評価

　健康寿命日本一の達成を目指して、「健康寿命日本一戦略会議」の議論を踏まえた施
策の具体化を図るとともに、県民や企業等の健康づくりへの関心を高め、健康づくりを
県民運動で進めるため「健康寿命日本一フォーラム」を開催した。また、母子保健を取
り巻く喫緊の課題に対応するため、「妊娠・出産・不妊等に関する正しい知識の普及」
に向け、大学、企業等での講演会を実施するとともに、今後更に効果的に普及啓発を進
めていくための媒体（パワーポイント資料、ライフプラン表等）の作成を進めるなど、
業務を着実に進めていくための手続き等を適切に行った。

　健康寿命日本一の達成を目指して、「健康寿命日本一戦略会議」の議論を踏まえ「未
病を治すかながわ宣言」をとりまとめ、また、「未病を治すかながわ宣言協力活動登録
制度」を立ち上げるなど施策の具体化を図るとともに、漢方診断の研究成果を活用して
体調や体質などから未病をセルフチェックし、生活態度の見直しに役立てていただく未
病チェックシートの作成を行った。また、母子保健を取り巻く喫緊の課題に対応するた
め、「妊娠・出産・不妊等に関する正しい知識の普及」に向け、大学、企業等での講演
会を実施し、受講者数が当初の想定を大幅に上回るなど、業務を着実に進めていくため
の手続き等を適切に行った。

　健康寿命日本一の達成を目指した取組みをはじめ、食育、母子保健、保健福祉に関す
る調査統計などその他の取組みにおいても、目標をほぼ達成した。
　また、戦略会議での議論を踏まえ施策を具体化した事業については、今後、特に留意
し、着実に取組みを進めていく必要がある。

　健康寿命日本一の達成を目指して、「健康寿命日本一戦略会議」の設置や、医食農同
源リーフレットの配布、「未病を治す取組み」実現のための慶応大学との委託契約締結
などの業務に着手した。また、母子保健を取り巻く喫緊の課題に対応するため、各保健
福祉事務所と講演会開催等の調整を行うなど、業務を着実に進めていくための手続き等
を適切に行った。

連絡先（電話番号）

　健康寿命日本一の達成を目指して、「健康寿命日本一戦略会議」の開催やかながわ保
健指導モデル事業の家庭訪問・グループ支援をスタートさせたほか、「かながわ食育
フェスタ」の開催により食育の取組みを推進した。また、母子保健を取り巻く喫緊の課
題に対応するため、「妊娠・出産・不妊等に関する正しい知識の普及」に向けて大学、
企業等での講演会等の準備を進めるなど、業務を着実に進めていくための手続き等を適
切に行った。

　　人口動態調査、衛生行政報告、福祉統計などの厚生統計データについて、保健福祉行政における実態把握や施策展開の基礎
　資料として活用できるよう、適正に調査等の実施を行うとともに、集計方法や公表方法の工夫など、健康増進事業や母子保健
　事業等における調査統計データの効果的な活用・発信を図る。

　　年々増加傾向にある特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受ける方について、治療にかかる経済的負担を軽減するため、
　助成支援に取り組んでいるが、晩婚化や晩産化の進展などにより、特定不妊治療を受ける方の年齢の上昇が指摘されている
　ことなどから、年齢と出産率・出産リスクの関係等正しい知識の普及啓発に取り組む。

項目 実績・進捗状況

項目
年間目標
（計画）

実　績

正しい知識の普及啓発
のための講演会実施

・平成２５年３月に策定した「食みらい かながわプラン ２０１３」に基づき、生きる上での基本であり、健全な食生活を実
践できる人間を育てるための「食育」の取組みを着実に推進します。
・子どもや若い世代に向けた食育の推進を重点キーワードとした「かながわ食育フェスタ」を８月に開催し、「食」の重要性
を県民にわかりやすく普及啓発するイベント運営を行います。

項目
年間目標
（計画）

実　績　人　数　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

かながわ食育フェスタ
(8/7)来場者数


