
局名 部名

保健福祉局 保健医療部

Ⅰ　業務概要

　がん対策課長の 佐々木 つぐ巳 です。

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

室・課（出先は所属）名

がん対策課

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1383/

　がん対策課では、がん対策の総合的な企画及び調整やたばこ対策の企画、広報及び普及

「ピンクリボンかながわ」で乳がん検診等の普及啓発を行いました。

（左：キャンペーン(9月23日)、右：ライトアップセレモニー(9月26日)）

啓発、受動喫煙防止に関する施設管理者への指導及び支援などを行っています。

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）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３）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。

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年3月31日）

所属

第１号様式 

所属進行表 

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

53,160 57,060 57,060

3,876 3,866 3,866

30 49 262 -252 58

57,066 0 49 262 57,060 3,614 60,985

項目 (再)配当額

事業費 139,792 3,946 3,998 5,311 6,873 117,043 137,171

維持管理費 0

計 139,792 3,946 3,998 5,311 6,873 117,043 137,171

46,127 30,806 47,265 30,662 154,861

50,074 34,804 52,576 37,535 117,043 292,032

△ 50,074 △ 34,756 △ 52,315 19,525 △ 113,429 △ 231,048

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

繰入金

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 14 15 15 15

上記以外の職員 6 6 6 6

計（人） 20 21 21 21

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1383/


Ⅳ　業務実施状況

1　がん対策の総合的な推進

(1)　受動喫煙防止条例の対象施設に対する戸別訪問の実施状況(数字で表せるもの）

(2)　その他の業務実績(数字で表せないもの)

がん対策の総合的な推進
(その他の業務実績）

(次ページへ続く)

第３四半期

○ がん患者等への就労支援の実施
　・県立がんセンターへの社会保険労務士派遣モデル事
　　業の実施
　　（H26年10月～H27年3月の金曜日に面接相談）
○ がん教育のモデル事業の実施（※県教育委員会との共
　同実施）
　・がん教育協議会の開催（第1回10/7、第2回12/17）
　・がん教育モデル授業の実施
　　・鎌倉市立腰越中学校（10/24）
　　・県立相模原中等教育学校（11/7)
　　・(学法)堀井学園横浜翠陵中学･高等学校（11/21)

実績・進捗状況

第２四半期

○ がん診療連携拠点病院等の整備
　・地域がん診療連携拠点病院の新規指定(8/6)
　　（恩賜財団済生会横浜市東部病院及び公立大学法人横浜
　　　市立大学付属市民総合医療センター)
　・県がん診療連携指定病院の新規指定(7/18)
　　（平塚市民病院）
○ がん患者等への就労支援の実施
　・がん患者等就労支援事業推進検討会の開催(9/3)
　・社会保険労務士派遣モデル事業実施についての記者発表
　　(9/25)
　・就労支援に関する医療従事者向け研修会の実施(9/9)
○ がん教育のモデル事業の実施
　・本県の取組みが国の「がんの教育総合支援事業」のモデ
　　ル事業として採択(7/9※モデル事業は県教育委員会と共
　　同で実施)
○ ピンクリボンかながわ2014の開催（共催事業）
　・キャンペーン(9/23)、県庁ライトアップ(9/26～28)
○ たばこをやめたい人とその家族を対象に「かながわ
  卒煙塾」を開催(共催事業)
　・9/6 チャレンジ講座第２回

第１四半期

○「神奈川県がん克服条例」の一部改正(H25年3月)を受
　け、県民や保健医療関係者向けのパンフレットを作成
　し、配布を行った。
○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条例の普及啓
　発のため、キャンペーンを実施
　・5/10 かながわ看護フェスティバル
　・5/28～6/3 横浜開港記念バザー
○ 未成年者の喫煙防止教育に携わる職員・養護教諭等を
  対象に研修会を開催
　・5/22 「世界基準のたばこの常識とは？」
○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開催
　・6/11 「昭和大学横浜市北部病院における禁煙支援
         活動」
○ たばこをやめたい人とその家族を対象に「かながわ
  卒煙塾」を開催(共催事業)
　・6/15 チャレンジ講座第１回

項目

第1･四半期 第2･四半期 第3･四半期 第4･四半期 累計

戸別訪問件数 8,000 2,349 3,266 4,509 2,093 12,217

項目 年間目標数
実績件数　　　　　　　　　　　　(単位:件)



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

○ 未成年者の喫煙防止教育に携わる職員・養護教諭等を
  対象に研修会を開催
　・10/8 「現場から学ぶ喫煙防止支援・卒煙サポート」
         (卒煙サポート人材育成セミナーと合同開催)
○ たばこをやめたい人とその家族を対象に「かながわ
  卒煙塾」を開催(共催事業)
　・11/16 チャレンジ講座第３回

○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条例の普及
  啓発のため、キャンペーンを実施
　・11/22 受動喫煙防止フォーラム
○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開催
　・10/8 「現場から学ぶ喫煙防止支援・卒煙サポート」
  ・10/30「卒煙相談の実際～「動機づけ面接法」を
         中心に～」

(前ページより続く)

　がん対策の総合的な推進
　(その他の業務実績）

項目 実績・進捗状況

第４四半期

○ がん診療連携拠点病院等の整備
　・県がん診療連携指定病院の新規指定(3/26指定)
　　（医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院）
○ がん患者等への就労支援の実施
　・がん患者等就労支援事業推進検討会の開催(第3回
　　：3/23)
　・就労支援に関する医療従事者向け研修会の実施
　　(2/6,2/16,3/2,3/3)
　・事業主等向けリーフレット「がんに負けない職場
　　づくり」作成･配布(1月)
○ がん教育のモデル事業の実施（※県教育委員会と
　 の共同実施）
　・がん教育協議会の開催（第3回1/21）
○ 市町村職員向け「がん検診受診促進のための研修
　 会」の開催(3/12)

所属長評価

・H25年3月に、がんを取り巻く新たな課題への対策を盛り込んだ「県
がん対策推進計画」を策定したことから「県がん克服条例」の一部改
正を実施したが、条例の概要についてパンフレットを作成し、総合的
ながん対策の推進のために、県、保健医療関係者及び県民の理解と取
組みの推進を図った。
・受動喫煙防止対策については、昨年度より少ない人員であるにもか
かわらず、積極的に戸別訪問を実施した結果、前年度同時期とほぼ同
様の戸別訪問実績を挙げることができた。

○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条例の普
　及啓発のため、キャンペーンを実施
　・2/2～4 テクニカルショウヨコハマ2015（工業技
　　　術見本市）
　・2/12～2/15 CP+2015（カメラと映像のワールド
　　　プレミアショー）
　・3/5 矢向駅前
　・3/13～14 横浜マラソンEXPO2015

・がん診療連携拠点病院２病院及び県がん診療連携指定病院１病院を
新たに指定し、地域で質の高いがん医療を受けられる体制の整備を
図った。
・また、昨年度の検討を踏まえ、がん患者等に対する就労支援及びが
ん教育について、10月からのモデル事業の実施に向けて必要な準備を
行った。
・受動喫煙防止対策については、限られた人員の中、のべ5,615件の
戸別訪問を実施し、前年同時期と比較して97.4%の戸別訪問実績を挙
げることができた。

第３四半期



第３四半期

第４四半期

総合評価

０４５－２１０－５０１５連絡先（電話番号）

所属長評価

・10月から、県立がんセンターにおいて、がん患者等の就労に関する
相談支援のモデル事業をスタートした。
・県教育委員会と共同で、がん教育のモデル授業を中学生を対象に実
施するとともに、がん教育協議会を開催し、授業内容や使用する教材
について検討を進めた。
・受動喫煙防止対策については、限られた人員の中、のべ10,124件の
戸別訪問を実施し、前年同時期と比較して87.9%の戸別訪問実績を挙
げることができた。

・県がん克服条例及び県がん対策推進計画に基づき、関係機関や事業
者、市町村と連携・協力を図りながら、がん患者等の就労に関する相
談支援モデル事業等の新たな取組みも含め、がん対策を総合的に推進
することができた。
・受動喫煙防止対策については、限られた人員の中、12,000件を超え
る戸別訪問の実施により事業者への指導を進め、対策を着実に推進す
ることができた。

・県がん診療連携指定病院１病院を新たに指定し、地域で質の高いが
ん医療を受けられる体制の整備を図った。
・がん患者の就労支援の取組みとして、がん診療連携拠点病院等の医
師や看護師等に対し研修会を実施するとともに、事業者等向けの意識
啓発用リーフレットを作成配布した。
・県教育委員会と共同で、使用する教材・指導用補助資料について作
成した。
・市町村のがん検診担当者に対し、効果的な受診率向上の方法などに
ついて研修会を実施し、市町村のがん検診事業を支援した。
・受動喫煙防止対策については、限られた人員の中、のべ12,217件の
戸別訪問を実施し、年間目標に対して５割増しの戸別訪問実績を挙げ
ることができた。


