
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　食中毒予防対策の推進のための食品営業施設等に対する監視指導の実施　（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

4,200 903 1,678 1,303 645

4,547 816 1,634 1,417 680

　厚木保健福祉事務所大和センターでは、大和市と綾瀬市を所
管区域として、主に次の仕事をしています。

業務運営進行表

監視指導件数 4,529

（前年度実績） 4,547

（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。

項目 年間目標
（計画件数）

実  績　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

　厚木保健福祉事務所大和センター所長の中井信也です。

（平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1588

所属のホームページ

厚木保健福祉事務所大和センター

室・課（出先は所属）名

第１号様式 
所属進行表 

病院・薬局等の開設許可 

医療従事者等免許の申請受付 

食品衛生関係の営業許可や監視指導 

食中毒の原因調査や予防のための普及啓発 

結核・感染症の予防や

精神保健福祉・認知症

等に関する相談 

理容所・美容所や旅館等

の営業許可や監視指導 
母子保健、歯科保健、栄養改

善、不妊に関する相談等 

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

16,119 3,329 3,253 3,756 3,266 107 13,711

490 490 490

41 15 11 17 21 65

16,650 3,835 3,265 3,773 3,287 107 14,266

項目 (再)配当額

事業費 6,838 1,322 2,362 1,697 1,639 307 7,328

維持管理費 13,082 2,011 3,026 2,922 3,890 1,234 13,082

計 19,920 3,333 5,388 4,619 5,529 1,541 20,410

106,051 71,421 110,711 75,672 363,855

109,383 76,810 115,330 81,201 1,541 384,265

△ 105,549 △ 73,545 △ 111,557 △ 77,914 △ 1,434 △ 369,999

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 36 37 37 37

上記以外の職員 8 9 9 9

計（人） 44 46 46 46

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1588


２　業務実績（数字で表せないもの） 

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

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

①児童虐待を未然に防止するため、思い
がけない妊娠に悩む方を対象する相談窓
口「妊娠ＳＯＳやまと」をモデル設置

平成26年9月から設置する予定の「妊娠ＳＯＳ
やまと」相談窓口において、相談対応ガイドと
して利用する「相談支援のための指導者用手引
き」の素案を作成した。また、この相談窓口を
広報するための周知用カードの素案を作成し
た。

9月3日から「妊娠SOSやまと」相談窓口を設置
し、毎週水曜日と木曜日の9時から16時まで、
保健師が思いがけない妊娠でお悩みの方の相談
に電話で応じている。

平成26年9月から平成26年12月末現在までの相
談件数は、6名8件でした。また、相談の内訳
は、本人からの相談が3名5件、その他(親、関
係者）が3名3件でした。母子保健委員会部会と
研修会を12月に実施し、管内の関係機関との連
携を図った。

平成27年1月6日から平成27年3月26日までの相
談件数は、5名7件でした。相談の内訳は、本人
からの相談が3名3件、その他(親、関係者）が2
名4件でした。
3月に開催した母子保健委員会で、相談モデル
事業の継続実施を全委員が承認し、平成27年度
も継続実施することとした。

平成27年3月6日、薬物乱用防止推進地域連絡会
を開催し、地域における薬物乱用防止活動につ
いて意見交換を行った。

②感染症予防対策の推進のため、感染防
止に関する正しい知識の普及を図るため
の講演会の開催

精神科病院の医師や看護師等のスタッフを対象
に結核についての講演を行った（1回70人）。

関係機関と調整を図り、講演会の準備を行っ
た。

児童･障害児者･高齢者福祉施設職員を対象に、
感染症講演会3回(88人)、医療従事者を対象に
結核医療従事者研修会1回(51人)を開催した。

エボラ出血熱等発生時に迅速に対応するため、
平成27年1月米海軍厚木基地エボラ出血熱対応
会議、エボラ出血熱対応ミニ講座を開催した。
また、2月24日新型インフルエンザ等地域医療
体制対策会議・感染症対応会議を開催した。

項目 実績・進捗状況

平成26年11月4日、綾瀬タウンヒルズ及び綾瀬
市役所において街頭キャンペーンを実施し、薬
物乱用防止の啓発活動を行った。

③薬物乱用防止対策の推進のため、薬物
乱用防止啓発活動等の実施

平成26年5月10日、大和駅プロムナードにおい
て街頭キャンペーンを実施し、薬物乱用防止の
啓発活動を行った。

平成26年7月11日、大和オークシティにおいて
街頭キャンペーンを実施し、薬物乱用防止の啓
発活動を行った。



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

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

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

難病患者のことばのリハビリや体のリハビリ教
室を開催した。(2回28人)また、在宅ケア委員
会や事例検討会において、難病患者の療養上の
課題について話し合った。

046-261-2948　内線23連絡先（電話番号）

⑥心身に障害や遅れのある乳幼児に対す
る摂食機能相談及び講習会の実施

歯科検診を実施する機会を捉え、摂食機能相談
も併せて開催した（3回、相談者0人）。講習会
を開催するための日程や講師等の調整を行っ
た。

歯科検診を実施する機会を捉え、摂食機能相談
も併せて開催した（４回、相談者５人）。講習
会を開催するための日程や講師等の調整を行っ
た。

摂食機能に課題のある障がい児を対象に、摂食
機能の専門医による「食べる機能の講習会と相
談」を開催した。（１回、相談者10人）

歯科検診を実施する機会を捉え、摂食機能相談
も併せて開催した（１回、相談者２人）。

所属長評価

　子ども虐待による死亡事例等の検証結果から、0日･0ヶ月児が最多と
報告されているので、これを未然に防止するために、特に10代の望ま
ない妊娠への相談窓口として、「妊娠ＳＯＳやまと」のモデル設置に
向けての準備に着手することができた。

⑤自殺予防対策事業の推進のため、ゲー
トキーパーの養成研修の開催や健康相談
を実施

　各業務について、概ね計画どおりの進捗となったが、特に「妊娠Ｓ
ＯＳやまと」のモデル設置は、平成２７年度への事業継続に繋がり、
事業効果が高いものとなった。

　自殺予防対策事業の推進のための研修や相談の開催について、計画
どおりに進捗することができた。

介護支援者等を対象に自殺対策のゲートキー
パー研修を行った（3回141人）。また、嘱託医
による相談を行った(6回）。

　各業務について、概ね計画どおりの進捗状況となっているので、年
度全体計画を達成できるように、今後進めていきたい。

自殺対策のゲートキーパー研修を行った（1回
25人）。また、嘱託医による相談を行った(9
回）。

無理なく体を動かせるようにPTや音楽療法士に
よる難病リハビリ教室を開催した。(2回37人）
また、難病患者と家族が交流し、情報交換の場
としてつどいを開催した（1回17人）。

　各業務について、概ね計画どおりの進捗状況となり、年度全体計画
を達成できた。

④難病患者への支援としての講演会の開
催や地域おける支援者に対し難病の理解
と対応についての研修会の開催

音楽を通してストレス緩和や日常生活に必要な
機能の維持向上を目指す、音楽療法を用いた難
病リハビリ教室を開催した（1回：19人)。ま
た、難病患者の交流の場として、療養情報等の
共有を図った。

重症筋無力症の最新の医療情報についての講演
会や、リハビリについての教室を開催した。(2
回33人)

職域メンタルヘルス研修会「職場復帰のための
支援」を開催した（1回、228人）。嘱託医によ
る相談を行った（10回）。

自殺対策としての地域支援のネットワークにつ
いて、講演会を行った（1回37人）。また、嘱
託医による相談を行った（9回)。


