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Ⅰ　業務概要

拡大版はこちら [PDFファイル／2.07MB]をご覧ください。

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

　　　 拡大版はこちら [PDFファイル／2.07MB]をご覧ください。

Ⅲ　職員配置状況

☆平成26年12月14日発行の『県のたより12月特集
号』で、「未病を治す取組み」について、 マンガ
を用いてわかりやすく説明しています。

（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

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1504/

所属のホームページ

健康増進課

室・課（出先は所属）名

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

第１号様式 

所属進行表 

健康増進課長の川名勝義です。                  

  健康増進課は、健康増進法や母子保健法等に基づき、主に次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 「未病を治すかながわ宣言」を推進するため、未病を治すかながわ宣言協力活動登録制 

  度、未病センター構想、ＣＨＯ構想等のかながわ健康寿命日本一推進事業を実施 

③ 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 

④ 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 

⑤ 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 

⑥ 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 

⑦ 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 

⑧ 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 

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

171,406 391 138,894 31,748 171,034

934,938 40,722 60,409 398,623 49,861 314,402 864,017

20,197 105 20,035 4 122 8 20,274

1,126,541 40,827 80,444 399,018 188,877 346,158 1,055,324

項目 (再)配当額

事業費 1,579,071 89,391 171,811 478,228 277,193 451,058 1,467,681

維持管理費 0

計 1,579,071 89,391 171,811 478,228 277,193 451,058 1,467,681

81,530 57,235 85,780 58,955 283,500

170,921 229,046 564,007 336,149 451,058 1,751,180

△ 130,094 △ 148,602 △ 164,989 △ 147,271 △ 104,900 △ 695,856

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 29 29 29 30

上記以外の職員 2 3 2 2

計（人） 31 32 31 32

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/742016.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/742016.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1504/
http://me-byo.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


Ⅳ　業務実施状況

１　「未病を治すかながわ宣言」の積極的な推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10,000 1,443 937 550 335

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1 0 0 0 1

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

700 121 523 548 515

540 0 84 247 209

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10,000 8,303 3,993 37,152 13,223

☆　「未病チェックシート」は下のバナーをクリック

 【取組みやすい環境づくり、効果的な仕組みづくり】

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

☆　未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度についてはこちら

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：事業所）　

累計

宣言への登録事業
所数 3,265

　① 「未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度」の積極的な展開
     登録制度への協力を積極的に呼びかけ、県内のあらゆる場所で「未病を治す」ことの情報を得
   ることができ、また「未病を治す」取組みを体験できる環境づくりを推進します。

　② 「未病センター構想」の具体化
　　　県民が身近な場所で、手軽に運動や健康に良い食事、また自分の健康状況が確認できるなど、
　　「未病を治す」取組みを実践・実感できる環境づくりを進める「未病センター」構想を、
　　有識者の助言を受けながら、企業・団体、市町村とともに推進します。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

累計

モデルとなる未病
センターの設置 1

  ③ 「かながわ保健指導モデル事業」のさらなる推進
 　  生活習慣病の重症化予防につながる、新たな保健指導方法を構築する取組みである「かながわ
 　保健指導モデル事業」を、モデル市町である海老名市・寒川町・大磯町との協働で引き続き実施
   し、糖尿病など生活習慣病の重症化予防や改善を進めます。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

累計

未病チェックシー
トアクセス数

62,671

生活習慣病の重症
化予防につなげる
「かながわ保健指
導モデル事業」へ
の参加延人数

1,707

（前年度実績） 540

  ④ 「未病チェックシート」の普及展開
 　　平成２５年度に慶應義塾大学に委託し開発した「未病チェックシート」を実践の場で幅広く活
   用させるため、県ホームページなどを通じ活用を呼びかけるとともに、情報提供内容の充実を図
   ります。また政策局と連携し、県西地域において、実際に使用する場面を想定した実証実験を推
   進します。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/p754591.html
http://me-byo.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


  ⑤ 「広報戦略」の推進
     キャラクターや動画の活用などにより情報発信を積極的に進め、「未病を治す」ことの重要性
   を県民に定着させていきます。
 
　　☆　ミビョーナ・ミビョーネは、神奈川県の
　　　「未病を治すかながわ宣言」のイメージ
　　　キャラクターです。

http://me-byo.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100,000 9,177 12,148 15,846 12,970

☆　「健康寿命日本一」ＨＰへは下のバナーをクリック

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

180 40 40 50 50

160 40 40 40 40

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

14 7 0 3 0

7 0 0 0 7

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 0 1 3 4

4 0 0 2 2

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50 0 0 105 1

年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

50,141

  ① 「医食農同源」の推進
　　　多くの県民の方に「食」の重要性の理解と、「食」を通じた健康づくりを日常生活に定着さ
　　せる取組みを進め、食習慣の改善、地産地消の推進など、「医食農同源」の取組みの全県展開
　　を推進します。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

累計

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

「健康寿命日本
一」ＨＰへのアク
セス数

ＣＨＯ構想への参
加企業数

106

 【「食」の面からの健康づくり】

 【「運動」の面からの健康づくり】

 【組織からのアプローチ】

  ①　ＣＨＯ構想の推進
　 　 企業や団体などが、従業員等の健康づくりを経営の一部として位置づけ、従業員等の健康マ
　  ネジメントに取り組むＣＨＯ（健康管理最高責任者）構想を推進するため、「県庁ＣＨＯ構
    想」の取組と連携した企業の「健康管理モデル」の構築と、その取組みを支える「健康情報プ
    ラットフォーム」の構築を進めます。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：社）　

累計

季刊「医食農」を
配布したスーパー
などの店頭数

180

  ①　「チャレンジデー」の参加促進
　　　５月の最終水曜日に開催される、全国的な住民参加型スポーツイベントである「チャレンジ
　　デー」の、県内参加市町村に対する支援を行うとともに、県民の運動による健康づくりの機運
　　を盛り上げるため、積極的に実施内容などの発信を行い、参加市町村の拡大を図ります。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

介護予防エクササ
イズ、ご当地体操
など、運動・社会
参加イベントの開
催数(開催支援含
む）

8

翌年度参加市村町
拡大に向けた調整
数

10

  ②　介護予防エクササイズ、ご当地体操など、運動・社会参加イベントの開催
　　　介護予防エクササイズや、県内各地で行われているご当地体操など、運動や社会参加の取組
　　みにつながる活動を支援し、県民の運動による健康づくりを推進します。

項目

（前年度実績） 160

（前年度実績） 7

（前年度実績） 4

http://me-byo.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

250 0 183 45 0

197 0 81 116 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3,000 0 3,300 0 0

2,800 0 2,800 0 0

２ 健康づくり施策の着実な推進

8020運動推進員養
成数

228

（前年度実績） 197

３ 「食育」の推進（｢食みらい かながわプラン ２０１３｣の推進）

 ・「かながわ健康プラン２１（第２次）」の推進
　　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。
 ・「歯及び口腔の健康づくり推進計画」の推進
　　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。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

かながわ食育フェ
スタ来場者数

3,300

（前年度実績） 2,800

４ 母子保健を取り巻く喫緊の課題に対する取組みの推進

　・「おうちでいただきますの日（毎月19日及び第一日曜日）」、「かながわ食育月間（８月）」
　　を、あらゆる方法により周知し、定着させていきます。
　・　朝食欠食など、食生活が乱れがちな若い世代の食育推進のため、フェイスブックによる情報
　　発信や料理教室などを開催します。
　・　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、「第７回かながわ食育フェ
　　スタ」を「かながわ食育を進める会」の協力のもとに開催します。
　・　関係部局と連携し「食」の重要性を県民にわかりやすく普及啓発します。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

☆　第７回かながわ食育フェスタはコチラをご覧ください。

　・不妊症、不育症への支援の推進
　　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の「不妊に悩む方の特定治療支援事業」について、２６年度より年齢制限
　や助成回数など、制度変更となった部分をわかりやすく周知していくとともに、引き続き助成支援
　に取り組みます。
　　また、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、妊娠や出産に係る正しい知識の普及啓発に取り組みます。
　  流産を２回以上繰り返す習慣流産など、いわゆる「不育症」に悩む方が増えており、流産や死産
　を繰り返す苦しみに対応するため、不妊・不育専門センター等での相談支援の充実に努めます。
　・ 母子保健の観点からの児童虐待予防の推進
　　保健福祉事務所と産科・小児科等医療機関、市町村、児童相談所の連携を強化し、周産期からの
　児童虐待予防対策の充実を図ります。
　　児童虐待の可能性がある乳幼児健康診査未受診者の状況把握の徹底と、適切な対応について、実
　施主体となる市町村へ働きかけていきます。
　・ 女子力全開ハッピーライフ支援事業の推進
　　 職員提案から施策化した、女性のライフスタイルを想定した健康づくりを推進する取組みであ
   る「女子力全開ハッピーライフ支援事業」を推進するため、県内企業や大学などへ出向いた出前
   講座を積極的に実施します。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6848/p810644.html
http://me-byo.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1,000人 968 1,217 2,755 645

620人 0 303 268 49

20団体 12 14 40 11

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3,600人 911 1,016 580 606

3,200人 923 1,855 228 194

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

33 33 0 0 0

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

　健康寿命日本一の達成を目指して、「未病を治すかながわ宣言協力
活動登録制度」の登録数を増やすための協力呼びかけ、未病センター
構想推進のため９月に設置したプロジェクトチームでの検討実施、
「未病チェックシート」の普及等に取り組んだ。また、７月に「神奈
川・食育を進める会」等と連携した「食育フェスタ」の開催、「かな
がわ保健指導モデル事業」における新規グループを対象とした保健指
導講習の開始、8020運動推進員養成研修の８月からの開始など、県民
の健康づくりに寄与する事業を進めた。
　さらに、母子保健の取組みとして、妊娠・不妊等に関する正しい知
識の普及啓発の実施、アレルギー疾患対策として、６月に緊急時のエ
ピペン対応研修の実施、熱中症の注意喚起として、梅雨明け前の７月
の定例記者会見における緊急アピールの実施など、業務を着実に進め
ていくための取組みを行った。

所属長評価

　健康寿命日本一の達成を目指して、「未病を治すかながわ宣言協力
活動登録制度」への協力呼びかけや、未病センター構想の推進に向け
た準備、「かながわ保健指導モデル事業」の継続実施、平成25年度に
開発した「未病チェックシート」の普及、「医食農同源」の取組みの
推進、「チャレンジデー」の参加促進などの業務に着手した。また、
母子保健事業を取り巻く喫緊の課題に対応するため、妊娠・不妊等に
関する正しい知識の普及啓発の実施や、アレルギー疾患対策として、
緊急時のエピペン対応研修等の実施などの業務に着手した。

累計

妊娠・不妊等に関
する正しい知識に
関する普及啓発
や、女子力全開
ハッピーライフ支
援事業(新規)の参
加者数

5,585

（前年度実績） 620

５ アレルギー疾患対策の推進

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：人、団体）　

累計

調査分析事業参加
市町村

33

（前年度実績） 3,200

出前講座実施企
業・団体数

77

緊急時のエピペン
対応研修等の参加
者数

3,113

６ 保健福祉に関する調査統計データの効果的な活用

   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います。
   東京大学生産技術研究所　喜連川研究室による「健診・レセプトデータ調査分析事業（医療保険
 課との連携事業）」を進め、各地域の健康課題や疾病の特徴などを明らかにするとともに、その健
 康課題が生じる要因などを調査分析し、市町村の了解のもと、施策推進に役立つデータの見える化
 を図ります。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

   平成２４年１２月に東京都調布市で発生した、学校給食による死亡事故などを踏まえ、未然防止
 や緊急対応等の知識習得や体制整備などが急務となっている食物アレルギー疾患対策について、庁
 内関係部局や患者団体と連携しながら、研修実施や地域の連携体制整備など、プレホスピタルケア
 対策を充実します。
   アナフィラキシーショック時に緊急対応するための、救急車へのエピペン搭載や、処方されてい
 ない患者への救急救命士のエピペン使用など、いのちを守る観点からの制度変更を提言していきま
 す。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

http://me-byo.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


第３四半期

第４四半期

総合評価

  健康寿命日本一の達成を目指して、３月にＣＨＯフォーラムを開催
するなどＣＨＯ構想を広く企業や団体等に普及するための取組み、
「未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度」の登録数を増やすため
の協力呼びかけ、未病センターの認証開始、「未病チェックシート」
の普及等に取り組んだ。また、かながわ保健指導モデル事業における
グループ型保健指導の継続実施、イオン㈱及びかながわ健康財団との
協力・連携による「2015かながわ健康チャレンジフェスタＩＮ秦野」
の開催など健康づくり事業を実施するとともに、県生活習慣病対策委
員会、かながわ健康プラン推進会議など健康づくりに係る推進会議等
を開催した。
  さらに、母子保健の取組みとして、妊娠・不妊等に関する正しい知
識の普及啓発のため出前講座の実施やアニメーション動画の作成、ア
レルギー疾患対策として、緊急時のエピペン対応研修の実施など、業
務を着実に進めていくための取組みを行った。

　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、アレルギー疾患対策などその他の取組みにおいても、目標をほぼ
達成した。
 今後も「食、運動、社会参加」を中心とした「未病を治す」取組み
を積極的に推進し、健康寿命日本一の実現を目指します。

045-210-4786連絡先（電話番号）

所属長評価

　健康寿命日本一の達成を目指して、10月にキックオフ会議を開催し
検討体制を立ち上げ、ＣＨＯ構想を広く企業や団体等に普及するため
の取組み、「未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度」の登録数を
増やすための協力呼びかけ、未病センター構想推進のためプロジェク
トチームでの検討実施、「未病チェックシート」の普及等に取り組ん
だ。また、「かながわ保健指導モデル事業」における新規グループを
含めた保健指導の実施、8020運動推進員養成研修の実施など、県民の
健康づくりに寄与する事業を進めるとともに、国民健康・栄養調査及
び県民健康・栄養調査を実施した。
　さらに、母子保健の取組みとして、妊娠・不妊等に関する正しい知
識の普及啓発の実施、アレルギー疾患対策として、12月に緊急時のエ
ピペン対応研修の実施など、業務を着実に進めていくための取組みを
行った。
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