
局名 部名

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

Ⅳ　業務実施状況

１「未病を治す｣「健康寿命の延伸」につながる事業実施状況

(1)　地域・職域連携による働く人の健康講座・メンタルヘルス支援研修会

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

5回 0 2 5 2

200人 0 334 202 45

年間目標
（計画）

実績　　　

累計

（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/div/1586/

所属のホームページ

平塚保健福祉事務所秦野セン
ター

室・課（出先は所属）名

開催回数 9

参加者数 581

項目

第１号様式 

所属進行表 

 平塚保健福祉事務所秦野センター所長の永井雅子です。 

平塚保健福祉事務所秦野センターでは、主に次の仕事をしています。                              
 

秦野市、伊勢原市における保健・医療・福祉に係る施策の企画及び調整、健

康相談、衛生教育、精神保健、感染症・狂犬病の予防、理美容・旅館等の営

業許可や監視指導、食品衛生関係の営業許可や監視指導、病院・薬局等の

開設許可及や医療従事者の免許申請、母子寡婦福祉資金等の貸付  

 

 

 

 
 

当所自殺予防ｲﾒｰ

ｼﾞｷｬﾗｸﾀｰはたみ

ちゃん 

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

13,345 2,844 2,488 4,115 2,945 56 12,449

37 14 15 20 18 2 69

492 490 10 500

13,874 3,349 2,514 4,135 2,963 58 13,018

項目 (再)配当額

事業費 5,618 463 1,534 1,503 1,851 268 5,618

維持管理費 20,246 4,593 4,304 4,048 5,754 1,547 20,246

計 25,865 5,056 5,837 5,551 7,606 1,815 25,865

104,379 70,156 106,890 72,543 353,968

109,435 75,993 112,441 80,149 1,815 379,833

△ 106,086 △ 73,479 △ 108,306 △ 77,186 △ 1,757 △ 366,814

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

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 38 39 39 39

上記以外の職員 9 9 9 9

計（人） 47 48 48 48

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1586/


(2)　医食農同源　「未病チエックシート」の普及啓発活動

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

8回 2 3 6 7

450人 200 244 93 325

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

40回 8 15 1 43

1000人 546 1,172 33 1,561

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

12回 5 7 7 7

270人 74 54 44 35

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3回 0 4 2 0

300人 0 136 52 0

２　3食を提供する特定給食施設の災害時対策の強化

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　医療を必要とする在宅療養児に係る講演会等

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3回 0 0 3 0

90人 0 0 90 0

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

参加者数 862

参加者数 3,312

(5)　女性の健康づくりを推進する出前講座

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

(4)　歯及び口腔の健康づくりのため歯間清掃用具の配布指導

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

開催回数 26

参加者数 207

開催回数 18

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

開催回数 67

(3)　がん予防・がん検診受診率の向上のため普及啓発健康講座

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

開催回数 6

参加者数 188

項目 実績・進捗状況

平常時自己点検表の作成、配付
研修会の開催
・平成25年度作成「災害に備えた非常備蓄食
　の考え方」の普及
・施設間連携の推進

平常時自己点検表の作成に向けた調査を
実施した（対象51施設　回答47施設）。

未回答の4施設から回答を得た。7／29の
地域食生活対策推進協議会にて平常時自
己点検表を検討した。

特定給食施設種別講習会にて講義とグ
ループワークを実施した(30施設37名受
講)。食生活対策推進協議会部会にて講習
会内容も踏まえ点検表の検討を深めた。

1/29の地域食生活対策推進協議会におい
て「給食施設のための備えセルフチェッ
ク表」をまとめ、次年度計画を協議し
た。３月に管内対象施設に送付した。

講演会(11/20:31人)及び相談会(10/23・
10/30:計13人)・難病リハビリ教室にて、
新制度の案内等を実施した。

2/9 在宅ケア委員会を開催。災害時携帯
手帳を送付した（171人）。

４　新たな難病対策制度への円滑な移行に向けた取組

項目 実績・進捗状況

新たな難病対策制度への円滑な移行を諮るため、対
象者への周知案内及び面接による丁寧な更新手続き
を行う。新たに医療給付対象となった難病患者の状
況把握に努め、災害時携帯手帳の作成・配付し、災
害時対応への自助努力を促していく。新規対象者等
に保健福祉サービスを紹介し、地域で支えるしくみ
づくりを行う。

年間目標
（計画）

実績　　　

累計

開催回数 3

7/16 在宅ケア委員会を開催。9/1～更新
時に面接を実施した（765件）。

特定疾患受給者証の12月末までの自動更
新を患者家族や関係者に周知した。

参加者数 90

項目



５　新型インフルエンザ、結核、感染症対策の状況

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

６　こころといのちを守るしくみづくりの推進に関する研修会、相談事業等の実施状況　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

７　環境衛生営業施設（理・美容所、旅館、クリーニング所等）の監視指導 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

320 90 127 77 49

365 97 109 92 67

８　薬物乱用防止に向けた違法ドラッグ、脱法ハーブ等対策の強化状況 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

介護事業所内での職員の結核発生や高齢
者の結核患者も多くあり事業所利用者・
スタッフの接触者健診を実施した。つつ
が虫病も多く発生した。エボラ出血熱の
アフリカでの蔓延に伴い日本国内での発
生を想定した対応について検討等を行っ
た。

介護保険事業所等におけるインフルエン
ザA・感染性胃腸炎(ノロウイルス）の集
団発生が多くあり蔓延防止の指導を実施
した。結核患者発生に伴い接触者検診の
実施及び検診結果により潜在性結核症の
発生も複数認められた。

新型インフルエンザなどの県民に大きな影響を及ぼ
す感染症発生に備えた準備を行うとともに、施設
内・病院内における結核やノロウィルス等の集団発
生には速やかに対応し、蔓延防止に努め、適切な対
応法の指導を行う。また、全県的な麻疹・風疹の予
防の取組みの中で、管内関係機関等へちらしやポス
ターを配布するなど、普及啓発活動を進める。

項目 実績・進捗状況

デング熱国内感染例発生に伴う住民等へ
の相談支援等を行った。高齢者結核の発
生が多く施設等の接触者健診を実施し
た。

集団発生事例2件（季節性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・感染
性胃腸炎）について蔓延防止の指導を
し、結核退院患者に対し入所施設への普
及啓発をした。また、風疹撲滅ﾘｰﾌﾚｯﾄを
職域対象の研修開催時に300枚配布した。

項目
年間目標
（計画）

監視件数実績　　　　　　　　(単位：件）

累計

監視指導施設数 343

365

項目 実績・進捗状況
薬物乱用防止の街頭キャンペーンを、6月26日
に伊勢原駅周辺で行い、啓発人数760名の成果
を、6月27日に東海大学前駅周辺で行い、啓発
人数790名の成果をみた。
大学生を対象とした薬物乱用防止講演会を、4
月1日（参加者200名）及び4月4日（参加者120
名）に実施した。

中学生、高校生を対象とした薬物乱用防止教
室を、7月3日（参加者476名）及び7月16日
（参加者127名）に実施した。

薬物乱用防止の街頭キャンペーンを、10月5日
に伊勢原観光道灌まつりで行い、啓発人数
1,000名の成果を、11月3日に秦野市民の日で
行い啓発人数1,320名の成果をみた。
高校生等を対象とした薬物乱用防止講演会
を、11月5日（参加者26名）及び12月16日（参
加者101名）に実施した。

高校生を対象とした薬物乱用防止教室を、2月
19日（参加者143名）に実施した。

　地域の連携・協力を深めるため、6月11
日に自殺対策検討会とあわせて自殺未遂
者支援研修（ゲートキーパー養成研修）
を実施した。

項目 実績・進捗状況

自殺者数の減少に向けた自殺対策を総合的に推進す
るため、平成24年度に設立した「秦野・伊勢原地域
自殺対策検討会」の充実強化を図るとともに、自殺
未遂者支援研修（ゲートキーパー養成研修）の高齢
者、思春期に焦点を当てた実施、地域自殺対策包括
相談会を通じた地域関係機関の相談ネットワークを
構築する。

7月23日に伊勢原市にて働く人のメンタル
ヘルス研修を実施した。また、9月25日に
第2回自殺未遂者支援研修(ゲートキー
パー養成研修)を実施した。

10月24日に秦野市にて働く人のメンタル
ヘルス研修を実施した。また、11月12日
には秦野市養護教諭を対象に自殺未遂者
支援研修(出前講座)を実施した。

2月4日に第2回自殺対策検討会を実施し
た。また、3月11日に精神保健福祉セン
ターと協力して包括相談会とうつ病講演
会を実施した。

（前年度実績）

　街頭キャンペーンや薬物乱用防止講演会を通じ違
法ドラッグ、脱法ハーブ等の危険性について注意喚
起を図り、薬物乱用防止の取組を推進する。



９　食品営業施設等に対する監視指導

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3,773 797 2,062 1,167 685

3,551 1,028 2,030 1,274 618

10　 微生物による食中毒予防対策

(1)　収去検査実施状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

120 33 34 36 17

120 33 36 50 1

(2)　食品衛生講習会開催状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

19 5 6 6 2

19 4 6 5 4

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

０４６３－８２－１４２８連絡先（電話番号）

（前年度実績） 19

所属長評価

保健所支所という新体制のなか、各事業の年間目標の達成に
向け、それぞれ準備にとりかかり、順調にスタートしたとこ
ろである。

各事業とも良好に業務を遂行している。

各事業とも良好に業務を遂行している。

概ね良好に業務を遂行することができた。

年間を通じて、概ね良好に業務を遂行することができた。

検査件数 120

（前年度実績） 120

項目
年間目標
（計画人

数）

実績　　　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

開催回数 19

監視指導施設数 4,711

（前年度実績） 4,950

項目
年間目標
（検査件

数）

実績　　　　　　　　　　　　（単位：検体数）

累計

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計


