
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

平成26年度末

30,000 累計60,570人

（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 http://www.pref.kanagawa.jp/di
v/1384/

所属のホームページ

保健予防課

室・課（出先は所属）名

　　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
年度末目

標
（計画）

実　　　　　　績

平成25年度末 平成26年９月末

累計46,327人 累計51,355人ゲートキーパー養成

第１号様式 

所属進行表 

保健予防課長の和田直樹です。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

行っています。 

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 21 21 21 21

上記以外の職員 5 5 5 5

計（人） 26 26 26 26

配置職員数

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

6,051,403 75,349 5,591,576 623 5,667,549

228,237 205,558 -4,787 200,771

41,677 2,023 278 18,851 18,249 39,401

6,321,317 2,023 278 94,200 5,815,383 △ 4,163 5,907,722

項目 (再)配当額

事業費 12,842,216 2,680,705 2,856,049 2,824,052 2,746,677 -11,154,751 △ 47,268

維持管理費 0

計 12,842,216 2,680,705 2,856,049 2,824,052 2,746,677 △ 11,154,751 △ 47,268

65,709 47,333 76,168 58,224 247,435

2,746,414 2,903,382 2,900,221 2,804,901 △ 11,154,751 200,167

△ 2,744,390 △ 2,903,104 △ 2,806,020 3,010,482 11,150,588 5,707,555

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）

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


２　業務実績

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

○　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

・　肝炎治療に関する新薬が保険適用
になったことに伴い、肝炎治療費助成
制度の改正を行った。
・　肝炎に関する正しい知識の普及啓
発等について、肝臓病教室を小田原保
健福祉事務所足柄上センターにおいて
開催した。
・　人工腎臓保有状況等調査について
報告書をまとめ、関係機関に送付し
た。
・　神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対
策連絡協議会について、資料や日程等
の調整を行った。

・　肝炎に関する正しい知識の普及啓
発等について、肝臓病教室を茅ヶ崎保
健福祉事務所及び厚木保健福祉事務所
において開催した。
・　腎疾患対策の基礎資料とするた
め、平成26年度人工腎臓保有状況等調
査を実施した。
・　神奈川県の慢性腎臓病（CKD）対
策について、神奈川県慢性腎臓病
（CKD）対策連絡協議会を開催した。

・　平成27年１月施行予定の新制度に
向け、国や近隣都県との情報交換等を
引き続き実施するとともに既認定者へ
２回目の通知を行った。

・　平成27年１月施行予定の新制度に
向け、国や近隣都県との情報交換等を
引き続き実施するとともに新制度に基
づく受給者証の発送を行った。

・　平成27年1月施行の新制度に基づ
き（助成対象指定難病の）特定医療費
支給認定手続を開始するとともに、新
制度に基づく受給者証の発送、指定
医、指定医療機関等の指定等を行っ
た。

・　肝臓病教室について、各保健福祉
事務所と開催計画の調整を行った。
・　災害時の透析患者対策として、地
域ごとの患者振り分けの仕組みづくり
について、災害対策会議において検討
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

・　平成27年１月施行予定の新制度に
向け、国や近隣都県との情報交換等を
開始するとともに既認定者へ１回目の
通知を行った。

項目 実績・進捗状況



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

○　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

・　肝炎に関する正しい知識の普及啓
発等について、肝臓病教室を鎌倉保健
福祉事務所において開催した。
・　神奈川県難病対策協議会、肝臓疾
患対策部会を開催し、本県の肝炎対策
について協議した。
・　世界肝臓デーに合わせ、ラジオ放
送や県のたよりにより肝臓病の予防等
について普及啓発を行った。
・　慢性腎臓病（CKD）や肝炎につい
て、かかりつけ医向けリーフレットを
作成・配布し、医療従事者への普及啓
発を行った。
・　システムのリニューアルに伴い、
災害時透析患者支援マニュアルを改定
した。

・　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。

・　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。

○　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。

・　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
た状況把握や調整などを行った。

○　補助金交付事業



第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

・　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。
・　全職員（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。
・　全職員（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。

○　事故・不祥事防止の取組

・　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。

・　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。
・　全職員（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



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

連絡先（電話番号） 045-210-4775

所属長評価

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。庁内において印刷可能な印刷物の外部発注を控え
ることなどにより、経費節減につなげ効率的な運営ができた。

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。

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支出等を円滑に行うとともに、今までの執
行状況等をふまえ、今後の事業実施に遅れが出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。

・　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。
・　全職員（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。

○　事故・不祥事防止の取組


