
第1号様式
所属進行表

局名 部名

保健福祉局

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　｢いのち」に関する新たな課題への積極的な取り組み（数字表せないでもの）

 「いのち」に関する新たな課題について、関係市町や関係機関と連携した積極的な取り組みを行う。

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

２　「健康寿命日本一」を目指して

（１）2019年に神奈川県が健康寿命日本一になるよう取り組む。（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

所属のホームページ

A 生活習慣病のハイリスク者を対象として、重点的に保健
指導を行う「かながわ保健指導モデル事業」の推進のため
に関係市町や関係機関と協力し、栄養士の活用等により事
業の円滑な実施のための支援に取り組む。
B 医食農同源の取組について、食生活改善推進団体及び給
食施設を中心にメニューの普及により推進する。

A 県が実施したモデル事業研修会、食事指導用媒体作成検討会に出
席
B 特定給食施設講習会・食生活改善推進員養成講座及び寒川町食育
イベント等においてリーフレットを配付、特定給食施設に対し取組
状況の調査を実施

A 引き続きモデル事業研修会、食事指導用媒体作成検討会に出席、
対象者に対するグループ支援を実施
B 特定給食施設講習会、食生活改善推進員養成・育成研修、ヘル
パー研修、地域活動栄養士研修、食物アレルギー講演会等で受講者
にリーフレットを配付、特定給食施設に対し取組状況を調査

A 引き続きモデル事業研修会に出席、対象者に対するグループ支援
を実施
B 食生活改善推進団体の定例研修会、学校と連携した保護者向け食
育活動、地域活動栄養士研修等でリーフレットを配付

A 引き続きモデル事業研修会に出席、対象者に対するグループ
支援を実施
B 食生活改善推進団体の定例研修会、特定給食施設(学校対象）
講習会及び地域活動栄養士研修等でリーフレットを配付

　湘南東部地区保健医療福祉推進会議を開催し、基準病床数に
基づいた病床整備等について協議した。（7月18日）

　湘南東部二次保健医療圏の不足病床について、病床整備に関
する事前協議の申出を受け付けた。

・湘南東部地区保健医療福祉推進会議医療専門部会を開催し、
当地区の病床整備に係る事前協議について地区意見をとりまと
めた。（1月30日、2月20日）

項目 実績・進捗状況

第４・四半期

・2回目の感染症医療対策会議を開催し、新型インフルエンザ対
策についての情報提供を行うとともに、管内の感染症発生状況
について情報の共有を行った。（3月5日）

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　茅ケ崎保健福祉事務所では、地域保健法及び社会福祉法等の規定に基づき、保健所業務及び福祉事務所業務等を行っている。

所　属
室・課（出先は所属）名

茅ケ崎保健福祉事務所

（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。

・ 新型インフルエンザのパンデミックへの対策のた
め、関係機関との情報共有と医療・検査・相談体制の
整備を行う。
・ 湘南東部二次保健医療圏の基準病床数に基づき、
地域の実情にも配慮した医療体制の整備を行う。

・感染症医療対策会議を開催し、鳥インフルエンザ等の対応に
ついて情報共有を行った。（5月10日）

項目 実績・進捗状況

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1583/

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

15,106 3,003 3,282 3,477 3,318 70 13,150

385 5,434 1,335 1,821 2,055 96 10,740

596 848 14 863

16,087 9,285 4,632 5,298 5,373 166 24,753

項目 (再)配当額

事業費 707,123 154,694 154,787 214,747 126,113 2,124 652,466

維持管理費 23,445 2,782 6,107 5,824 6,369 2,004 23,086

計 730,569 157,477 160,894 220,572 132,482 4,127 675,552

77,677 74,744 76,131 76,148 304,700

4,801 287 4,691 233 10,011

46,438 48,433 94,871

128,916 75,030 129,255 76,381 409,583

19,420 19,395 19,411 19,020 77,246

9,338 9,338 9,309 9,085 37,071

157,674 103,764 157,975 104,486 0 523,899

315,151 264,658 378,547 236,969 4,127 1,199,452

△ 305,866 △ 260,026 △ 373,249 △ 231,596 △ 3,961 △ 1,174,699

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

収入済額

使用料及び手数料

諸収入
収
入

収入計(A)

収入科目

その他

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

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

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 50 50 50 49

再任用職員 3 2 2 1
臨時的任用職員 3 3 3 4

非常勤職員 23 23 24 25

計（人） 79 78 79 79

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1583/


（２）2019年に神奈川県が健康寿命日本一になるよう取り組む。（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

２回・２１人
8020運動推進員
養成研修の受講
生募集

8020運動推進員
養成研修受講申
込　34人

8020運動推進員
育成研修を実施
2回 延73人
　　実31人
(口体操普及員8
人を含む)

育成研修終了後
は、8020運動推
進員の活動支援

を実施。

２回・　７人 ２回・　７人

３  病気にならない・負けない神奈川」をめざして（数字表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

２回・１５２人 2回　88人 1回　20人 1回　84人 1回　43人

２回・　７８人 1回・38人 1回・40人

４　糖尿病クリテイカルパスの普及促進（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

５　たばこ対策 （数字で表せるもの）

（１）県が先進的に取り組んできた受動喫煙防止の普及啓発活動に取り組む。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

70施設 37施設 6施設 12施設 24施設

320施設

（２）海水浴場におけるたばこ対策の着実な推進のため「サザンビーチちがさき」において普及啓発活動に取り組む。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

原則週１回実施
海水浴場開設前
のため未実施

海水浴場開設期
間中週１回（計
８回）実施

海水浴場終了後
のため未実施

海水浴場終了後
のため未実施

基金活用実施。
当所としては実
施なし。

― ― ― ―

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

海水浴場たばこ対策の普及
啓発活動

海水浴場開設期間中週１回（計８
回）実施

項目
年間目標

（計画回数）

実績　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

項目
年間目標

（計画施設数）

実績　　　　　　　　　　（単位：施設）　

受動喫煙防止条例の未対
応・未確認施設の改善

79施設

（前年度までの累計） (累計399施設）

　「歯及び口腔の健康づくり推進計画」の着実な推進のため、8020運動推進員を対象に、推進員が自主的な活動を円滑に実
施できるよう育成事業を行う。

　「こころといのちを守るしくみづくり」として、自殺者数の減少を図るため、理容生活衛生同業組合、商店会等の協力の
下、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）の養成を図る。

項目 実績・進捗状況

8020運動推進員育成研修会 ２回・３１人

（前年度実績） ２回・　７人

項目

こころのサポーター研修会

（前年度実績）

５回・２３５人

２回・　７８人

項目

累計

・協議会の開催（3月19日）
・研修会の開催（看護分科会2月28日）

年間目標（計画
回数・人数） 累計

実績　　　　　　　　　　（単位：回・人）　

年間目標（計画
回数・人数）

実績　　　　　　　　　　（単位：回・人）　

０４６７－８５－１１７１

所属長評価

　糖尿病治療の向上を目的に設置した茅ヶ崎糖尿病地域連
携クリテイカルパス協議会のメンバーを中心に地域の病診
連携強化と医療関係者のレベル向上への支援を行うと同時
にパスの普及啓発を図る。

・協議会の開催（5月22日）
・湘南糖尿病ネットワークガイドブック　茅ヶ崎寒川版(2013年5月改定版)の
作成、配布

･研修会の開催（栄養分科会9月25日、薬剤分科会9月26日、看護分科
会9月27日）

・協議会の開催（10月19日）
・研修会の開催（栄養分科会11月28日、看護分科会12月19日）

連絡先（電話番号）

　湘南東部地区保健医療福祉推進会議や各研修会の開催や海水浴場におけるたばこ対策の普及啓発活動
の実施など主要な業務について目標達成に向けて順調に進捗していると考える。

　既に年間目標を達成した項目もあり、年間目標達成に向け、着実に事業等を進捗させることができ
た。

　年間目標以上に事業等を進捗させることができた。

　業務改善を図りながら、適正かつ効率的に運営していくことができた。

　感染症医療対策会議や糖尿病地域連携クりティカルパス協議会を開催するなど、今年度の主要な業務
目標を達成するための円滑なスタートができたものと考える。

累計

（前年度実績） ―


