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業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

（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。

第１号様式 

所属進行表 

  衛生研究所長の岡部英男です。衛生研究所では、県民の健康の

保持・増進や公衆衛生の向上を図るため、次の仕事をしています。 

 １ 調査研究 

   健康被害の原因究明や検査・試験法などの調査研究 

 ２ 試験検査 

   健康への危害が想定される苦情検査や公衆衛生上の事件・  

  事故発生時の原因究明のための検査、公衆衛生行政の基盤と  

  なる科学的、技術的データを提供するための検査等 

 ３ 研修指導 

   県や市町村などの技術職員に対する研究成果の提供、最   

  新の知識や情報、技術を提供する実務研修や公開セミナー、  

  施設公開の実施､県民への研究成果・情報の提供 

 ４ 公衆衛生情報の収集・解析・提供  

   感染症情報の収集、発生動向の調査・監視、調査結果の  

  ホームページによる情報提供 

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

3,689 662 991 1,062 1,504 32 4,251

995 996 58 1,054

2,126 267 24 21 28 1,600 1,939

6,810 1,924 1,015 1,141 1,532 1,632 7,245

項目 (再)配当額

事業費 219,759 8,094 35,561 50,685 91,712 33,708 219,759

維持管理費 870,737 21,020 36,587 390,434 53,935 368,761 870,737

計 1,090,496 29,114 72,148 441,119 145,647 402,469 1,090,496

225,214 147,083 231,206 155,803 759,306

254,328 219,231 672,325 301,450 402,469 1,849,802

△ 252,403 △ 218,216 △ 671,183 △ 299,918 △ 400,837 △ 1,842,557

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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 77 76 76 77

上記以外の職員 13 13 13 13

計（人） 90 89 89 90

配置職員数

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/


Ⅳ　業務実施状況

１　調査研究に係る外部資金の獲得（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

50,000 34,631 0 3,600 10,000

33,331 24,996 8,335 0 0

２　積極的な情報発信事業（数字で表せるもの） 

　調査研究の成果や試験検査で培った知見等を生かし、講演や研究論文の発表等を積極的に行います。

　①　講座・研修等実施数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 16 19 23 22

76 15 18 19 24

　②　学会発表・論文数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100 13 7 19 30

85 17 10 14 44

　③　ホームページ・ページ増加数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100 21 28 29 24

88 15 37 21 15

３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

実施回数 80

・「未病を治すかながわ宣言」の積極的
  な推進
・基幹感染症情報センターにおける積極
  的な疫学調査に基づく情報発信
・新型インフルエンザ等、感染症対策の
  推進
・分室集約化を生かした円滑でより効率
  的な業務運営の推進
・薬物乱用防止に向けた違法ドラッグ対
  策の強化への支援
・食品の化学物質等による危害に係る検
  査体制の強化
・放射能に係る検査の実施と情報提供の
  充実
・動物由来感染症対策の推進

年間目標
（計画増加数）

　　　　　　　　　実績増加ページ数　　　　　　　(単位：ページ)

（前年度実績）

102

88

外部資金の金額 48,231

（前年度実績） 33,331

年間目標
（計画件数）

増加数

項目

（前年度実績）

累計

69

85

累計

76

項目 年間目標
（計画回数）

項目 年間目標
（計画金額）

実績金額　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

累計

　試験検査において新たな対象や方法に適時的確に対応していくため、積極的に外部資金を獲得して
調査研究を行います。

実施件数

（前年度実績）

項目
　　　　　　　　　実績件数　　　　　　　　　　　　(単位：件)

項目 実績・進捗状況

・基幹感染症情報センターにおいて、県・市
で立ち上げたメーリングリストを利用して腸
管出血性大腸菌感染症及び麻しんの流行状況
の情報交換を行い、県民に対し、よりきめ細
やかな情報発信を行った。
・当所ホームページのリニューアルを順次行
い、より分かりやすい情報発信に取り組んで
いる。
・腸管出血性大腸菌感染症原因菌の疫学的解
析を実施した。
・麻しんの検査及び遺伝学的解析を実施し
た。
・学校給食の牛乳で異味、異臭が発生したた
め検査を実施したが、原因物質は特定できな
かった。



第２四半期

第３四半期

・「未病を治すかながわ宣言」の積極的
  な推進
・基幹感染症情報センターにおける積極
  的な疫学調査に基づく情報発信
・新型インフルエンザ等、感染症対策の
  推進
・分室集約化を生かした円滑でより効率
  的な業務運営の推進
・薬物乱用防止に向けた違法ドラッグ対
  策の強化への支援
・食品の化学物質等による危害に係る検
  査体制の強化
・放射能に係る検査の実施と情報提供の
  充実
・動物由来感染症対策の推進

・代々木公園関連のデング熱患者の確認検査
を実施した。蚊のデングウイルス保有検査を
行い、保有していないことを確認した。
・引き続き腸管出血性大腸菌感染症と麻しん
の検査・解析を行った。
・科学技術に関する普及啓発活動の一環とし
て『施設公開』を開催し、369名の参加があっ
た。
・ホームページの2階層目までリニューアルを
行った。今後も順次変更し、県民が探してい
る情報をスムーズに提供できるようにしてい
る。
･当所への理解を深めていただくために、年報
（第６３号）及び研究報告（第４４号）を発
刊した。
・薬物乱用防止啓発実施計画の一環として、
中等教育学校生を対象とした薬乱防止教室を
実施した。
・関係機関からの依頼があった食品に係る苦
情案件において、鮭とブリのヒスタミン測定
及び豆腐の異臭検査を行った。

・腸管出血性大腸菌感染症は第2四半期にピー
クとなり、第3四半期に継続して原因菌の疫学
的解析を実施した。
・例年より早くインフルエンザの流行が始ま
り、解析の結果、111件中107件（96％）がAH3
型であった。また、11か所の小中学校、医療
機関、高齢者施設で集団かぜの発生があり、
全てAH3型によるものであった。
・11月の科学技術フェアにおいて、HIV流行の
現状等について紹介した。
・県及び県内市町村の公衆衛生・医療関係者
等を対象として、日常感染症のサーベイラン
スの重要性について紹介する『公衆衛生専門
技術研修』を実施し、104名の参加があった。
・県民に向けて、「蚊」や「危険ドラッグ」
についての『公開講座』及び当所職員による
『公開研究発表』を開催し、121名の参加が
あった。
・水質検査機関を対象に外部精度管理を実施
した。
・ボトルドウォーターに係る異臭検査を行っ
た。
・動物由来感染症の検査として、犬のジアル
ジア検査を実施した。
・動物保護センターから搬入された犬の脳に
ついて狂犬病の検査を実施した。



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

・「未病を治すかながわ宣言」の積極的
  な推進
・基幹感染症情報センターにおける積極
  的な疫学調査に基づく情報発信
・新型インフルエンザ等、感染症対策の
  推進
・分室集約化を生かした円滑でより効率
  的な業務運営の推進
・薬物乱用防止に向けた違法ドラッグ対
  策の強化への支援
・食品の化学物質等による危害に係る検
  査体制の強化
・放射能に係る検査の実施と情報提供の
  充実
・動物由来感染症対策の推進

第４四半期

・アディポネクチン遺伝子改変マウスのオス
において、通常は一定に保持されている血中
アミノ酸濃度バランスが変化することを未病
研究事業で明らかにした。
・県内の感染症情報担当者会議、感染症発生
動向調査解析委員会を通じて、感染症を監視
し、発生時の迅速な対応に備えた。さらに、
近県とも迅速に疫学情報の共有を図った。
・県及び県内市町村の公衆衛生・医療関係者
等を対象として、海産生物毒の食中毒を未然
に防ぐためにできること、将来のためにやら
なければならないことを紹介する『公衆衛生
専門技術研修』を実施し、47名の参加があっ
た。
・危険ドラッグ検査を効率的に実施するた
め、GC-TOFMS等の機器を導入し、検査を実施
した。
・動物由来感染症の検査として、犬のジアル
ジア検査、鳥類のオウム病検査、犬･猫のコリ
ネバクテリウム・ウルセランス感染症及びカ
プノサイトファーガ・カニモルサス感染症の
検査並びに狂犬病検査を実施した。
・動物由来感染症対策検討会を開催し、平成
26年度の調査結果及び平成27年度の実施計画
について検討した。
・県内の麻しん検査診断率が2014年は94％
で、全国平均76％に比べ高かったが、当所で
検出されたウイルス20株はすべて海外から持
ち込まれた株の二次感染であることを明らか
にした。本県の検査結果も含めた全国の解析
結果の蓄積により、日本が麻しん排除状態に
あることがWHOにより認定された。

　国内の感染事例として、デング熱が発生して県民の不安が高まった
が、ウイルスの検査・解析を適切に行うとともに、ホームページ等に
おいて、情報提供に努めた。また、食品の苦情案件について検査を行
い、食の安全・安心の確保に努めた。

0467-83-4400 内線2010連絡先（電話番号）

所属長評価

　感染事例が増加した腸管出血性大腸菌感染症や麻しんの検査・解析
を適切に行うとともに、ホームページ等において、わかりやすくきめ
細やかな県民への情報提供に努めた。外部資金については既に前年を
上回る額を獲得している。今年度の業務を着実かつ円滑にスタートさ
せることができた。

　県民生活の安全・安心を脅かすデング熱の流行や危険ドラッグに対
応し、県民の不安の解消に資するため、公開講座や研修等を開催し、
適切な情報提供を行った。また、腸管出血性大腸菌感染症原因菌の疫
学的解析や動物由来感染症の検査等を実施し、感染症の発生防止やま
ん延防止に努めた。

　危険ドラッグに対する県民の不安を解消するため、検査体制を強化
した。また、公衆衛生の向上のため、学術講演会や出前講座を実施
し、適切な情報提供を行った。さらに、狂犬病等の動物由来感染症に
係るさまざまな検査を実施し、感染症の防止やまん延防止に努めた。

　感染症の監視と予防、食品・医薬品の安全確保、快適で健康な生活
環境の確保等を図るため、調査研究及び試験検査を行うとともに、こ
れらの成果や実績を踏まえた研修指導や公衆衛生情報の収集・解析・
提供を実施し、もって、地域及び広域の保健衛生行政を科学的、技術
的側面から支え、県民生活の安全確保に努めた。


