
局名 部名

保健福祉局 保健医療部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1383/

所属のホームページ

がん対策課

室・課（出先は所属）名

　がん対策課は、組織再編により、平成28年度から、がん対策は「がん・疾病対策課」、たばこ対策
は「健康増進課」で担当することになりました。

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28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 

がん対策課長の 佐々木 つぐ巳 です。                   

 がん対策課では、75歳未満の人口10万人あたりのがん死亡者数を減らすため、主に次の３つの仕

事をしました。 

 １ がん対策の総合的推進 

 ２ たばこ対策の推進 

 ３ 受動喫煙防止に関する施設管理者への指導及び支援 

「受動喫煙防止キャンペーン～子どもをたばこの煙から守ろう～」による普及啓発（11月） 

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

59,563 59,563 59,563

9,050 7,549 7,549

30 49 57 21 127

68,643 0 49 0 59,620 7,570 67,239

項目 (再)配当額

事業費 152,571 4,285 4,525 6,658 8,682 125,597 149,747

維持管理費 0

計 152,571 4,285 4,525 6,658 8,682 125,597 149,747

45,479 31,431 47,709 31,274 155,894

49,764 35,956 54,368 39,956 125,597 305,641

△ 49,764 △ 35,906 △ 54,368 19,663 △ 118,027 △ 238,402

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 15 15 15 15

上記以外の職員 5 5 5 5

計（人） 20 20 20 20

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1383/


Ⅳ　業務実施状況

総合的ながん対策の推進

　　　がんにならない取組みの推進、がんの早期発見、がん医療の提供、がん患者への支援、

　　がんに対する理解の促進の５つの柱で、がん対策を総合的に推進しています。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１　がんにならない取組みの推進

　　　受動喫煙防止条例未対応施設等への戸別訪問による指導等、条例の適切な施行により、受動

　　喫煙防止対策を着実に進めるなど、たばこ対策を推進します。

　　　受動喫煙防止条例の対象施設に対する戸別訪問の実施状況

第１四半期

第２四半期

項目 実績・進捗状況

○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条
例の普及啓発のため、キャンペーンを実施
　・5/9 かながわ看護フェスティバル
　・6/2～6/8 横浜開港記念バザー

○ たばこをやめたい人とその家族を対象に
「かながわ卒煙塾」を開催(共催事業)
　・6/13 チャレンジ講座第１回(横浜)
　・6/20 　　　同　　　第２回(川崎)
　・6/28 　　　同　　　第３回(横浜)

○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開
催
　・9/9 「職域等におけるがん対策について/
    　  未成年者の喫煙防止について」
○ 未成年者の喫煙防止教育に携わる職員・養
護教諭等を対象に研修会を開催
　・9/9 「職域等におけるがん対策について/
        未成年者の喫煙防止について」
   (卒煙サポート人材育成セミナーと合同開
    催)

項目 実績・進捗状況

総合的ながん対策の推進
【かながわグランドデザイン 実施計画プ
ロジェクト No.２ 医療】
　本事業は本県の総合計画である「神奈
川グランドデザイン」のプロジェクトに
位置づけられている事業です。プロジェ
クトでは数値目標の一つとして「75歳未
満の10万人当たりのがんによる死亡数」
を掲げており、今年度の目標は73.9人と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=43

※５つの柱ごとの実績・進捗状況は下記１～
５のとおり

※５つの柱ごとの実績・進捗状況は下記１～
５のとおり

○　がん対策を県民運動として進めるための
「神奈川がん克服県民会議」を開催（10/6）
○　県がん対策推進計画の進行管理を行う
「県がん対策推進協議会」を開催（11/10）

※５つの柱ごとの実績・進捗状況は下記１～
５のとおり

※５つの柱ごとの実績・進捗状況は下記１～
５のとおり

がんにならない取組みの推進

第1･四半期 第2･四半期 第3･四半期 第4･四半期 累計

戸別訪問件数 9,450 1,785 2,284 3,682 2,693 10,444

項目 年間目標数
実績件数　　　　　　　　　　　　(単位:件)



第３四半期

第４四半期

○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開
催
　・11/26 「事業所等における卒煙サポート
　　　　　の進め方～先進事例から学ぶ～」
○ 未成年者の喫煙防止教育に携わる職員・養
護教諭等を対象に研修会を開催
　・10/15 「神奈川県におけるたばこ対策～
　　　　　三崎センターの取組み～/抱えてい
　　　　　る荷物は、何ですか(薬物・アル
　　　　　コール予防プログラム)」（平成27
　　　　　年度喫煙・飲酒・薬物乱用防止教
　　　　　育研修講座と合同開催)
○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条
例の普及啓発のため、キャンペーンを実施
　・11/21 受動喫煙防止キャンペーン～子ど
　　　　　もをたばこの煙から守ろう！～

○　全国版観光情報誌に、受動喫煙防止条例
について掲載（1～3月発刊）
○　卒煙をサポートする人材育成セミナーを
開催
　・2/4 「卒煙相談の実際～「動機づけ面接
　　　　法」を中心に」
○　受動喫煙防止条例施行後の県民の意識や
施設の状況を把握するため実施した「平成27
年度受動喫煙に関する県民意識調査及び施設
調査」の結果を公表（2/8速報、3/31報告書）
○　たばこの健康影響の悪影響や受動喫煙防
止条例の普及啓発のため、キャンペーンを実
施
　・2/4 路上喫煙防止対策キャンペーン
（県、横浜市、川崎市）での実施
　・2/3～5 テクニカルショウヨコハマ2016
（第37回工業技術見本市）での実施
　・2/20～25 CP+2016カメラと映像のワール
ドプレミアムショウでの実施

がんにならない取組みの推進



２　がんの早期発見

　　　地域と職域によるがん検診の普及促進や、市町村がん検診事業の支援等を通じて、がん検診

　　受診率の向上を図ります。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　がん医療の提供

　　　県民に身近な地域で質の高いがん医療を提供する「がん診療連携拠点病院」等の機能強化を

　　や整備を図るとともに、緩和ケア人材の育成などに取り組みます。

　　　緩和ケア研修の修了者数

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目

○ 乳がん検診を普及啓発する「ピンクリボン
かながわ2015」を開催（共催事業）
　・9/22 キャンペーン
　・9/25～27 県庁本庁舎ライトアップ
○ 企業（職域）におけるがん検診受診を促進
する「企業研修」を実施
　・8/28、9/3,9,17 計４回
○ 検診従事者の人材育成のため、講習会等を
実施
　・8/14 がん検診担当医師･技師講習会
　・9/5,6,12 生活習慣病検診従事者研修会

○ 企業（職域）におけるがん検診受診を促進
する「企業研修」を実施
　・10/7,13、11/4,12,24,25,26、12/10
　　計８回

○ 市町村がん検診実務担当者研修会を開催
（1/25）
○ 企業（職域）におけるがん検診受診を促進
する「企業研修」を実施
　・1/20,28、2/4,16,23、3/29 計８回

実績・進捗状況

がんの早期発見

○ 市町村がん検診事業の取組状況調査を実施
○ 包括協定を締結している企業との共催によ
り、がん検診等の普及啓発イベントを実施
　・6/26～6/28 がんを知る展

がん医療の提供

○ 国の「がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会の開催指針」の改正に伴い、「神
奈川県単位型緩和ケア研修会実施要領」を改
正し、県内病院に周知

○ 拠点病院・県指定病院の新規指定申請に係
る相談に随時対応（10月申請受付）
○ 全国がん登録（平成28年１月開始）の円滑
な実施に向け、関係機関と調整

○ 全国がん登録の実施に向け、がん登録審議
会を設置・開催、医療機関向け説明会を開催
○ 拠点病院・県指定病院の現況報告の確認、
新規指定及び指定更新の申請受付・審査

○ 全国がん登録の開始
○ 拠点病院１病院（関東労災病院）、県指定
病院３病院（昭和大学藤が丘病院、医療法人
社団三成会新百合ヶ丘総合病院、独立行政法
人国立病院機構相模原病院）を新規指定。

項目 実績・進捗状況

第1･四半期 第2･四半期 第3･四半期 第4･四半期 累計

医師・歯科医師 550 105 257 228 301 891

医療従事者 500 51 105 62 123 341

項目 年間目標数
実績件数　　　　　　　　　　　　(単位:人)



４　がん患者への支援

　　　がん患者の継続就労支援など、がん患者及びその家族を支援します。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　がんに対する理解の促進

　　　がん教育やがんに関する知識の普及啓発により、がんに対する理解を促進します。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

○ がん患者とその家族が地域で療養生活を送
るために必要な情報を提供する「がんサポー
トハンドブック」の第３版を発行（２月）

項目 実績・進捗状況

がんに対する理解の促進

○ 県民により分かりやすく、がんに関する情
報を提供するため、ホームページ「かながわ
のがん対策」の改訂作業を実施（７月公開）

○ ホームページ「かながわのがん対策」をリ
ニューアル（７月）
○ 教育局と連携し、がん教育指導者研修講座
を開催（8/19）

○ 市立中学校７校、県立中等教育学校２校
で、当課作成の教材を使用した「がん教育モ
デル授業」を実施（11～12月、教育局との連
携事業）

○ 市立中学校１校で、当課作成の教材を使用
した「がん教育モデル授業」を実施（1/18、
教育局との連携事業）

項目 実績・進捗状況

がん患者への支援

○ 社会保険労務士派遣モデル事業の実施
　・県立がんセンターで月２回の面接相談
○ 就労支援に関する医療従事者向け研修会の
実施（5/25,5/26,6/3,6/8,6/23 計５回）

○ 社会保険労務士派遣モデル事業を拡充
　・新たに２病院で定期派遣による面接相談
を開始（横浜市立市民病院、北里大学病院）
○ 就労支援に関する医療従事者向け研修会の
実施（7/14,16 計２回）
○ がん患者を支援するイベント「リレー・
フォー・ライフ」を開催（共催事業）
　・9/22～23（新横浜）

○ 社会保険労務士派遣モデル事業を拡充
　・新たに関東労災病院で定期派遣による面
接相談を開始（11月）
○ 就労支援に関する医療従事者向け研修会の
実施（10/30 １回）



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

０４５－２１０－５０１５連絡先（電話番号）

○　がん検診受診率の向上に向け、イベント等の実施を通じて、効果
的に受診促進の取組みを進めることができた。
○　また、緩和ケア人材の育成、がん患者の継続就労支援などの取組
みも順調であり、総合的ながん対策を着実に進めることができた。
○　受動喫煙防止対策については、積極的に施設への戸別訪問を実施
した結果、昨年度と比べて２割減の人員で、前年度同時期比約７割の
訪問実績を挙げ、受動喫煙防止条例の普及を推進することができた。

所属長評価

○　市町村のがん検診実施体制の把握や、がん診療連携拠点病院等の
関係機関との調整等を着実に進めたことで、今後の各事業の展開に向
けた十分な準備を行うことができた。
○　受動喫煙防止対策については、積極的に施設への戸別訪問を実施
した結果、昨年度と比べて２割減の人員で、前年度同時期比約８割の
訪問実績を挙げ、受動喫煙防止条例の普及を推進することができた。

○　引き続き、がん検診の受診促進や緩和ケアの推進、がん患者の就
労支援など、がん対策を総合的かつ計画的に推進することができた。
○　28年１月開始の全国がん登録の円滑な実施に向け、着実に準備を
進めることができた。
○　受動喫煙防止対策については、引き続き積極的に施設への戸別訪
問を実施した結果、第２四半期の５割増しの訪問を行い、前年度同時
期比約８割の訪問実績を挙げ、更なる受動喫煙防止条例の普及を推進
することができた。

○　引き続き、がん検診の受診促進や緩和ケアの推進、がん患者の就
労支援など、がん対策を総合的かつ計画的に推進することができた。
○　がん診療連携拠点病院と県がん診療連携指定病院を新たに指定
し、地域におけるがん医療提供体制を充実・強化することができた。
○　受動喫煙防止対策については、年間を通して積極的に施設への戸
別訪問を実施した結果、年間目標数の１割増しの訪問実績を挙げるこ
とができ、また、観光情報誌などを活用した条例の周知など、更なる
受動喫煙防止条例の普及を推進することができた。

・県がん克服条例及び県がん対策推進計画に基づき、関係機関や事業
者、市町村とも連携・協力しながら、新たな拠点病院の指定によるが
ん医療提供体制の充実や、全国がん登録の円滑な実施など、総合的な
がん対策を着実に推進することができた。
・受動喫煙防止対策については、10,000件を超える戸別訪問の実施に
より事業者への指導を進め、対策を着実に推進することができた。


