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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

業務運営進行表

（平成26年１月１日～平成26年３月31日）

○　足柄上保健福祉事務所は、足柄上地域における地域保健
の広域的・専門的拠点として、保健・医療・福祉に関わる施
策及び事業を実施してまいりました。

○　医師、保健師、管理栄養士、衛生監視員等の専門職種が
勤務し、各種相談業務（健康、食品・環境衛生、生活保護・
母子家庭等福祉関連など）の実施、病院や薬局、食品衛生関
係への許認可及び指導監督、福祉関係機関等への指導監督等
を行っております。

○　地域のみなさんが健康で安心して暮らせるよう応援して
います。

所　属
室・課（出先は所属）名

足柄上保健福祉事務所

所属HPアドレス
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/

（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。

《ご案内》 

 足柄上保健福祉事務所は、平成２６年

４月１日から「小田原保健福祉事務所足

柄上センター」に名称が変わりました。 

 業務内容及び所在地に変更はありませ

んので、南足柄市及び足柄上郡（中井町、

大井町、松田町、山北町、開成町）にお

住まいの方は、引き続き足柄上センター

で窓口業務を実施しております。  

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

8,020 1,804 1,878 1,752 2,070 17 7,521

218 174 80 77 80 412

1,668 1,369 3,785 3,755 64 10,641

8,238 3,646 3,327 5,614 5,906 81 18,575

項目 (再)配当額

事業費 442,178 104,456 106,229 147,595 82,200 1,697 442,178

維持管理費 4,517 697 1,065 1,082 1,228 446 4,517

計 446,695 105,153 107,294 148,677 83,428 2,144 446,695

44,134 46,107 42,634 46,519 179,394

4,244 723 4,180 635 9,782

32,052 34,663 66,715

80,430 46,831 81,477 47,154 255,892

14,120 14,045 13,817 13,817 55,798

6,954 6,903 6,751 6,751 27,359

101,504 67,778 102,045 67,721 0 339,049

206,657 175,072 250,721 151,150 2,144 785,744

△ 203,011 △ 171,745 △ 245,107 △ 145,244 △ 2,062 △ 767,169

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

使用料及び手数料

分担金及び負担金

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 38 37 36 36

再任用職員 5 5 5 5
臨時的任用職員 1 2 3 3

非常勤職員 15 15 15 15

計（人） 59 59 59 59

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/


Ⅳ　業務実施状況

１　主要事業実施状況

①　自殺対策

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

255 110 20 58 259

545 30 73 267 175

②　食中毒予防対策

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

250 100 74 61 21

273 108 83 66 16

監視指導 256

（前年度実績）

累計

ゲートキーパー
（こころサポー

ター）養成
447

273

項目
年間目標(延
べ件数)

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

項目
年間目標(計
画人数)

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

（前年度までの実績） 545

　「いのちを守る　地域の絆　足柄上」の実現を目指し、自殺未遂者や自殺の可能性が高いハイリスク者等が
孤立しない地域づくりを進めるため、地域の関係機関との連携強化を図る会議や研修・講演会などを行いま
す。その一つとして、自殺の危険に気付いて支援の場へつなぎ、見守る役割を担うゲートキーパー（こころサ
ポーター）の養成を行います。
　ゲートキーパー（こころサポーター)は、平成24年度から3年間で1,000人養成することを目標としています。

　食中毒の発生防止のため、食品営業施設等の監視指導及び営業者等に対する講習会を実施します。
　特に大規模な食中毒発生を防止するため、大規模な製造施設、調理施設への監視指導を強化しております。



２　業務実績
①　災害時医療救護活動

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

②　災害時要援護者支援

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

　災害時の円滑な医療救護活動に関して、医師会、市町、災害拠点病院等関係機関と情報交換を行う場（地域
災害医療対策会議）を設け、平時より情報交換を行い、体制整備に努めます。

・地域災害医療対策に関する協議
　10/23　地域防災検討部会ワーキング（県西地
　　　　　域２市８町）による検討会
　12/26　同上
　12/19　市町防災担当課長等の地震被害に関す
　　　　　る勉強会

項目

・会議及び研修
　1/30　足柄上地域災害医療対策会議準備会・
　　　　研修会
　2/13　県西地区保健医療福祉推進会議
　2/26　横浜地方気象台視察

・県医療救護計画の概要説明
  5/27　１市５町保健福祉主管課長会議
　6/7　市町防災担当課長会議
・医療救護体制を反映した訓練の実施
　6/21　県西現地災害対策本部訓練

・県医療救護計画の概要説明
  8/3　シンポジウム「災害時医療救護体制」
　　　（松田町・足柄上病院共催）
　9/30　公衆衛生協会足柄上支部委員会
　　　（地元医師会、歯科医師会等関係団体）
・医療救護体制を反映した訓練の実施
　9/20　県西地域地震災害対策図上訓練
　　　（市町、自衛隊、警察等参加によるブラ
イ
　　　　ンド型ロールプレイング訓練）

実績・進捗状況

災害時医療救護活動の体制整備

　各市町が実施する災害時に手助けを必要とする要援護者対策について、安否確認の支援や先駆事例の紹介な
どの情報交換及び情報共有の場を設定するなど、市町の取組みを支援します。

・安否確認の仕組みに関する協議
　10/22　１市５町災害時要援護者支援対策担当
　　者による検討会
　12/20　居宅介護支援事業所に対する指針(案)
　　の全体説明会開催

・市町への仕組み（指針）作成、活用依頼
　3/27　１市５町あて安否確認の指針活用依頼
を
　　通知

災害時要援護者安否確認にかかる支援

・支援概要の関係者説明
　１市５町保健福祉主管課長会議（5/27)　ほか
・関係介護事業所対象の意識調査の結果中間取
り
　まとめ
・支援概要の関係者説明
　7/8　保健師等連絡調整会議
　7/9　県・市町介護保険担当者会議
　9/18 大井町地域けあねっとわーく会議
・介護事業所意識調査における意見等の結果概
要
　を市町にフィードバック



③　がん対策の総合的推進

ａ　がん検診受診促進の啓発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

ｂ　たばこ対策の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

「がんへの挑戦１０か年戦略」に基づくがん克服のための総合的な対策の一環として、「がんにならない取組
みの推進」と「がんの早期発見」を進めるため、たばこ対策の推進及びがん検診の受診促進に取り組み、健康
寿命の延伸を目指します。

　受動喫煙防止条例に基づく啓発・指導を進めるとともに、市町イベント会場等において地域禁煙サポート事
業を行い、禁煙への理解を深めるキャンペーンを実施します。

・キャンペーン、講演等の実施
　2/5　 健康普及活動（260人）ほか
　　　　計14件 1,980人
・施設への戸別訪問・指導　64件

項目 実績・進捗状況

がん検診受診促進の啓発

・研修、啓発活動等
　4/26　がん検診普及啓発セミナー（76人）ほ
か
　　　　計4件　315人

・介護保険実地指導時の普及啓発　13事業所
・研修、普及活動等
　9/3　労務安全衛生協会小田原支部労働衛
　　　 生週間推進大会（165人）ほか
　　　 計4件　407人
・啓発用ポスターの作成・配布
　足柄食品衛生協会等　300店への掲示依頼

・介護保険実地指導時の普及啓発　9事業所
・がん検診普及啓発DVDの作成・配布
　（管内６市町）
・研修、普及活動等
　12/17　がん検診普及啓発セミナー（36人）
　ほか
　　　 　計10件　364人

・介護保険実地指導時の普及啓発　4事業所
・研修、普及活動等
　2/24　労務安全衛生協会小田原支部THPセミ
　ナー（41人）ほか
　　　 計　11件　762人

　市町が実施するがん検診の受診促進を図るため、イベント、セミナー等において普及啓発に努め、市町の取
組みを支援します。また、介護保険サービスの質を確保するため行う介護保険事業所を対象にした指導におい
て、その機会を活用した従業員へのがん検診受診の周知にも取り組みます。

たばこ対策の推進

・キャンペーン、講演等の実施
　5/31　街頭キャンペーン（700人）ほか
　　　　計20件 3,660人
・施設への戸別訪問・指導　302件

・キャンペーン、講演等の実施
　7/18　喫煙防止講演（203人）ほか
　　　　計12件 1,831人
・施設への戸別訪問・指導　158件

・キャンペーン、講演等の実施
　12/1　健康フェスタ（300人）ほか
　　　　計16件 3,419人
・施設への戸別訪問・指導　171件



④　地域包括ケアの推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

⑤　生活保護扶助費給付

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

項目 実績・進捗状況

・管内市町の在宅医療推進事業計画策定支援
  7/4　市町との打合せ会
　7/24 市町ヒアリング
　9/12 市町・医師会・医療機関との打合せ会
・在宅医療に関する医療と介護の課題調査
　9/30 管内在宅医療・介護関係機関へのヒアリ
　ング開始

・在宅医療に関する医療と介護の課題調査
　管内在宅医療・介護関係機関へのヒアリング
　継続
・地域における医療ニーズの将来予測
　専門家の知見を活用した今後活用可能な資料
　作成
　につなげるため検討会を開催(10、11、12月)
・管内市町の在宅医療推進事業の支援
　11/20 市町との打合せ会

・在宅医療に関する医療・介護の実態・課題調
査
　管内医療・介護関係機関へアンケート調査
　（１月）
・地域の将来の医療ニーズ及び在宅医療・介護
の
　実態と課題を今後の活動につなげるための検
討
　会を開催
　3/13 管内医療・介護関係機関の代表・市町と
　の地域包括ケア検討会

　足柄上郡５町に居住又は現在地を有する方に対し、生活保護法に定める保護の決定や必要な支援等を行いま
す。

地域包括ケアの推進（会議、研修会等の開
催）

0465-83-5111

所属長評価 概ね順調に推移している。成果達成に向けて引き続き取り組んでいく。

各事業とも着実に成果を上げ、目標を達成するよう取り組んだ。

年間を通じて、概ね、適正かつ効率的な業務運営を行うことができた。

各事業を円滑にスタートできるよう着実で適切な業務遂行に努めた。

連絡先（電話番号）

新たな取組も含め、各事業とも概ね順調に進捗している。

　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の保健、医療、福祉の関係機関や団体等の連携・
協働を強化し、市町が目指す地域包括ケアシステムの構築を支援します。研修等を行い理解を深め、会議等を
通じて関係者との情報交換を進めます。

生活保護扶助費給付

・H25年4～6月の給付額：94,159,373円
・H25年6月の決定世帯数：352世帯

・H25年7～9月の給付額：94,089,708円
・H25年9月の決定世帯数：356世帯

・H25年10～12月の給付額：105,226,026円
・H25年12月の決定世帯数：369世帯

・H26年1～3月の給付額：101,022,554円
・H26年3月の決定世帯数：377世帯

項目 実績・進捗状況

・市町へ在宅医療の推進事業にかかる説明会概
要
　の情報提供を実施


