
局名 部名

保健福祉

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（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。

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/

所属のホームページ

小田原保健福祉事務所
足柄上センター

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

（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 

所長の海法です 

当センターの業務をご案内します 
当センターは、 

足柄上地域を管轄 

する保健福祉の広 

域的・専門的拠点 

として、多くの業務 

を行っています 
 

地域のみなさんが 

健康で安心して暮 

らせるように、職員 

一丸となって日々 

取り組んでいます 福祉関係機関等への指導監督

など 

病院や薬局、食品衛生関係へ

の許認可及び指導監督 

各種相談業務の実施 
 健康（こころとからだ）／ 

 食品・環境衛生／ 

  生活保護・ 

   母子家庭等福祉関連 

ピンクリボン車も来たよ！ 

がん検診普及啓発キャンペーンの風景です  たくさんの人に訪れていただきました 

禁煙男子、禁煙女子になろう！ 

主な業務内容です 

【当センターのマスコット禁煙金太郎くん】 

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

7,938 1,875 1,929 1,572 1,666 74 7,116

1 981 1,731 561 6,497 1,434 11,204

2 2

7,939 2,856 3,660 2,133 8,165 1,508 18,322

項目 (再)配当額

事業費 476,215 107,803 118,461 126,640 116,641 6,671 476,215

維持管理費 6,951 1,121 1,513 1,825 1,849 643 6,951

計 483,167 108,924 119,974 128,465 118,489 7,314 483,167

117,215 81,176 121,407 81,511 401,309

226,139 201,151 249,872 200,000 7,314 884,475

△ 223,283 △ 197,491 △ 247,739 △ 191,835 △ 5,806 △ 866,154

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）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/


Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　主要事業実施状況（数字で表せるもの）

①　自殺対策

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100 ‐ 96 61 143

447 110 20 58 259

②　食中毒予防対策

項目

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

監視指導 250 118 66 56 27

（前年度実績） 256 100 74 61 21

　食中毒の発生防止のため、食品営業施設等の監視指導及び営業者等に対する講習会を実施します。
　特に大規模な食中毒発生を防止するため、大規模な製造施設、調理施設への監視指導を強化してお
ります。

年間目標
(延べ件

数)

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

　「いのちを守る　地域の絆　足柄上」の実現を目指し、自殺未遂者や自殺の可能性が高いハイリス
ク者等が孤立しない地域づくりを進めるため、地域の関係機関との連携強化を図る会議や研修・講演
会などを行います。その一つとして、自殺の危険に気付いて支援の場へつなぎ、見守る役割を担う
ゲートキーパーの養成を行います。
　ゲートキーパーは、平成24年度から3年間で1,000人養成することを目標としています。
  平成24～26年度の３年間で、1292人を養成しました。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

256

267

ゲートキーパー
養成

300

（前年度実績） 447

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 39 42 42 42

上記以外の職員 19 23 19 22

計（人） 58 65 61 64

配置職員数



２　主要事業実施状況（数字で表せないもの）

①　がん対策の総合的推進

ａ　がん検診受診促進の啓発

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

ｂ　たばこ対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・研修、啓発活動等
　6/5　がん検診普及啓発キャンペーン
 （113人）ほか
　　　　計5件　997人

実績・進捗状況

・キャンペーン、講演等の実施
　7/15　喫煙防止講演（199人）ほか
　　　 計12件　1,337人
・施設への戸別訪問・指導　135件

・キャンペーン、講演等の実施
　10/2　喫煙防止講演（70人）ほか
　　　 計15件　1,715人
・施設への戸別訪問・指導　134件

・キャンペーン、講演等の実施
　1/27　普及啓発活動（142人）ほか
　　　 計11件　1,190人
・施設への戸別訪問・指導　162件

項目 実績・進捗状況

　「がんにならない取組み」の一環として、受動喫煙防止条例に基づく啓発・指導を進めるととも
に、市町イベント会場等において地域禁煙サポート事業を行い、禁煙への理解を深めるキャンペーン
を実施します。

　「がんにならない取組み」や「がんの早期発見」を進めるため、がん検診受診促進の普及啓発の核
となる団体や事業所等を対象にがん体験者による講演等を行ったり、イベント、各種事業等において
普及啓発に努め、市町の取組みを支援します。

項目

がん検診受診促進の啓発

・研修、普及活動等
　1/27　がん検診普及啓発セミナー（126人）
　ほか　 計6件　717人
・一般向けがん検診普及啓発用ﾎﾟｽﾀｰ作成・
　配付（96か所）

・介護保険実地指導時の普及啓発
　11事業所16サービス
・研修、普及活動等
  11/25　がん検診普及啓発セミナー(16人)
  ほか 　 計4件　84人
・普及啓発用ｽﾗｲﾄﾞｼｮｰ改正・配布(管内6市町)
・女性のがん検診普及啓発用ﾎﾟｽﾀｰ作成・配付
　（53か所）

・介護保険実地指導時の普及啓発
  7事業所10サービス
・研修、普及活動等
　9/3　労務安全衛生協会小田原支部労働
  衛生週間推進大会（154人）ほか
　　　 計6件　333人

　たばこ対策の推進

・キャンペーン、講演等の実施
　6/9　街頭キャンペーン（700人）ほか
　　　 計9件　2,880人
・施設への戸別訪問・指導　73件



②　地域包括ケアの推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

③　災害時医療救護活動

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目

　災害時の医療救護活動を円滑に進めるため、医師会、行政、災害拠点病院等関係機関と連携して、
平時より会議、訓練、研修等の場を通じて情報交換を行い、体制整備に努めます。

実績・進捗状況

地域包括ケアの推進（会議、研修会等の
開催）

・管内市町の在宅医療推進事業の支援
　5/1、5/30 市町との打合せ会
・管内在宅医療に関する医療・介護資源の実態
　調査結果の説明
　6/15　あしがらケアマネジャー連絡会役員

・管内市町、医療機関による研修、講演会での
　支援等
　7/19、8/20　多職種協働研修会(市町主催）
　　　　への地域の医療ニーズ予測と管内在宅
　　　　医療に関する医療・介護資源の実態調
　　　　査結果の資料提供・運営支援
　8/2　住民向け医療講座(在宅療養後方支援
　　　 病院主催）での地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの説明

災害時医療救護活動の体制整備

・医療救護の役割と連携を反映した訓練の実施
　6/26　県西現地災害対策本部訓練

・地域での連携強化
　7/7　足柄上地域市町防災担当課長会議での
　　　 市町、自衛隊との意見交換
　8/19 松田町立寄中学校での避難所運営ゲー
       ムの実施

・会議、訓練等を通じ地域での連携強化と
　体制の確認を実施
　10/31　足柄上地域市町防災担当課長会議
　11/14　緊急参集訓練・業務継続計画遂行訓
　　　　練にあわせ、所内の医療救護体制確認

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　2/6　災害時医療救護体制の強化に向けた
　　　県・市町村等担当課長会議
　3/7　足柄上病院医学講座において災害時
　　　救護体制の講演

・管内市町幹部･関係機関代表等への地域の医
　療ニーズ予測と地域包括ケアの説明
　11/6 足柄上地区保健衛生表彰式講演会
・管内市町･関係機関の取組状況の個別ﾋｱﾘﾝｸﾞ
　12/10～25　１市５町担当課ほか関係団体等

・会議等を通じ地域の情報交換及び連携強化
　1/27 県西地区市町との地域包括ケア・在宅
　　　 医療推進に係る情報交換会
　2/18 県西地区地域包括ケア会議・県西地区
　     在宅医療推進協議会合同会議
・管内市町の在宅医療推進事業の支援
　3/19 市町との打合せ会
　3/23 足柄上地域在宅医療等推進連絡会

　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の保健、医療、福祉の関係機関や団体等
の連携・協働を強化し、市町が目指す地域包括ケアシステムの構築を支援します。研修等を行い理解
を深め、会議等を通じて関係者との情報交換を進めます。

項目 実績・進捗状況



④　災害時要援護者支援

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

⑤　生活保護扶助費給付

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

　足柄上郡５町で生活保護を必要とされる方に対し、生活保護法に定める保護の決定や必要な支援等
を行います。

生活保護扶助費給付

実績・進捗状況

・H27年1～3月の給付額：　 106,270,496円
・H27年3月の決定世帯数：　　　　389世帯

・H26年10～12月の給付額： 113,768,231円
・H26年12月の決定世帯数：　     388世帯

・H26年7～9月の給付額：   107,214,129円
・H26年9月の決定世帯数：　      391世帯

・H26年4～6月の給付額：　  98,099,175円
・H26年6月の決定世帯数：　      372世帯

項目

　災害時に、居宅介護事業所等の協力により、居宅介護サービス利用者に係る安否確認情報を市町へ
提供する仕組みについて、円滑に運用されるよう支援を行います。

・管内居宅介護支援事業所に協力のお願い
　5/13　管内30事業所に仕組みへの協力依頼の
　通知を送付
・関係者等への説明
　足柄上地区民生委員児童委員代表者、あしが
　らケアマネジャー連絡会役員、市町介護保険
　担当者ほか

・関係者等への説明及び支援
　あしがらケアマネジャー連絡会での説明
　関係市町担当者会議の開催
　居宅介護支援事業所への指針説明資料の作成
　及び市町への参考提供

項目 実績・進捗状況

災害時要援護者安否確認にかかる支援

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　3/1　管内居宅介護支援事業所に対し進捗
　　　状況を確認依頼を通知
　3/17　あしがらケアマネジャー連絡会に
　　　おいて進捗状況確認の説明
　3/19　第2回県西地域防災連絡会議において
　　　「指針」の説明

・関係者への説明
　10/31　足柄上地域市町防災担当課長会議に
　　　　 おいて「指針」の説明

0465-83-5111　内410連絡先（電話番号）

所属長評価

各事業が円滑にスタートできるよう着実で適切な業務遂行に努めた。

各事業とも概ね順調に進捗している。

各事業とも着実に成果を上げ、目標を達成するよう取り組んだ。

年間を通じて、概ね、適正かつ効率的な業務運営を行うことができた。

各事業とも概ね順調に進捗している。


