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Ⅳ　業務実施状況

１　こころといのちを守るしくみづくりの推進 

所属のホームページ

保健予防課

室・課（出先は所属）名

　　自殺者の減少を図るため、自殺のサインに気づき適切な対応を図る人材（ゲートキーパー）の養
　成に力を入れるなど、自殺対策を総合的に推進する。

ゲートキーパー養
成

65,570人

平成26年度末 平成27年9月末

累計60,570人 累計64,090人 累計71,612人

　保健予防課は、組織再編により、平成28年度から、「がん・疾病対策課」になりました（被爆者援
護は生活援護課で担当することになりました）。

（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
年度末目標
（計画）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

平成27年度末

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

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

第１号様式 

所属進行表 

保健予防課長の和田直樹です。              

保健予防課では、指定難病患者や肝炎患者、原子爆弾被爆者等に対する医療

費助成、精神科救急医療体制の整備、「こころの電話相談」などの自殺対策

のほか、精神保健福祉センターに関することなどに取り組みました。 

 

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

6,633,697 6,429,575 78,242 6,507,816

79,399 79,345 79,345

48,699 1,378 128 17,836 804 25,045 45,191

6,761,795 1,378 128 17,836 6,430,379 182,631 6,632,352

項目 (再)配当額

事業費 11,890,110 2,719,046 2,710,007 2,748,478 2,805,346 372,834 11,355,711

維持管理費 0

計 11,890,110 2,719,046 2,710,007 2,748,478 2,805,346 372,834 11,355,711

80,269 64,404 78,979 55,211 278,862

2,799,315 2,774,411 2,827,457 2,860,557 372,834 11,634,573

△ 2,797,937 △ 2,774,283 △ 2,809,621 3,569,822 △ 190,203 △ 5,002,221

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 27 26 26 26

上記以外の職員 7 7 9 12

計（人） 34 33 35 38

配置職員数

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


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

・　肝炎に関する正しい知識の普及啓発等に
ついて、肝臓病教室を茅ヶ崎市において開催
した。
・　神奈川県肝炎対策協議会を開催し、本県
の肝炎対策について協議した。
・　肝炎手帳を作成し、配布した。
・　世界腎臓デーに合わせ、ラジオ放送や県
のたよりにより腎臓病の予防等について普及
啓発を行った。
・　慢性腎臓病（CKD）や肝炎について、県民
向けリーフレットを作成・配布し、普及啓発
を行った。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

○　難病対策
　・特定医療費の支給認定事業
　・難病対策の改革への対応

既認定者へ更新手続の周知を行うとともに、
指定医、指定医療機関の指定を実施した。

既認定者の更新受給者証を約47,000件（所定
期間に不備なく申請された方）交付するとと
もに、指定医、指定医療機関の指定を随時実
施した。

既認定者の更新受給者証約54,000件（不備解
消者含む累計）をはじめ、新規・変更申請者
へ受給者証を交付するとともに、指定医、指
定医療機関の指定を随時実施した。

新規・変更申請者へ受給者証を交付するとと
もに、指定医、指定医療機関の指定を随時実
施した。
難病対策協議会を開催し、本件の難病対策に
ついて協議した。

○　肝疾患・腎疾患対策
　・　「神奈川県肝炎対策推進計画」の
推進
　・　慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会
など

・　肝炎治療に関する新薬が保険適用になっ
たことに伴い、肝炎治療費助成制度の改正を
行った。
・　肝炎病教室について、関係自治体と開催
計画の調整を行った。
・　神奈川県慢性腎臓病（CKD)対策連絡協議
会開催に向けて、関係者と調整を行った。

・　肝炎治療に関する新薬が保険適用になっ
たことに伴い、肝炎治療費助成制度の改正を
行った。
・　肝炎に関する正しい知識の普及啓発等に
ついて肝臓病教室を開催した。
・　職域に対する肝炎コーディネーター研修
会開催に向けて、関係機関等と調整を行っ
た。
・　神奈川県の慢性腎臓病（CKD)対策につい
て、神奈川県慢性腎臓病（CKD)対策連絡協議
会を開催した。

・　肝炎治療に関する新薬が保険適用になっ
たことに伴い、肝炎治療費助成制度の改正を
行った。
・　職域に対する肝炎コーディネーター研修
会を開催した。
・　神奈川県の慢性腎臓病（CKD)対策とし
て、医療機関向けのリーフレット作成のため
調整を行った。



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

項目 実績・進捗状況

○　補助金交付事業

・　各種補助事業において、交付事務等を
行った。
・　関係団体と補助金の見直しに向けた把握
状況や調整などを行った。

・　各種補助事業において、交付事務等を
行った。
・　関係団体と補助金の見直しに向けた把握
状況や調整などを行った。

・　各種補助事業において、交付事務等を
行った。
・　関係団体と補助金の見直しに向けた把握
状況や調整などを行った。

・　各種補助事業において、交付事務等を
行った。

項目 実績・進捗状況

○　精神科救急医療対策事業
　・　ＤＰＡＴの体制整備

運営委員会の開催に向けて関係者と調整を
行った。

第1回運営委員会を開催し、今後の調整を行っ
た。

第2回運営委員会を開催し、今後の調整を行っ
た。

かながわＤＰＡＴ研修を開催し、受講した医
療機関等について、第3回運営委員会で登録の
承認を行った。



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

項目 実績・進捗状況

○　事故・不祥事防止の取組

・　日常点検チェックリストによる点検を実
施した。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れの
ないよう進行管理を行った。
・　全職員（非常勤職員（日々雇用職員含
む））に対し、不祥事防止に係る説明会等を
行った。

・　日常点検チェックリストによる点検を実
施した。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れの
ないよう進行管理を行った。
・　全職員（非常勤職員（日々雇用職員含
む））に対し、不祥事防止に係る説明会等を
行った。

・　日常点検チェックリストによる点検を実
施した。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れの
ないよう進行管理を行った。
・　全職員（非常勤職員（日々雇用職員含
む））に対し、不祥事防止に係る説明会等を
行った。

・　日常点検チェックリストによる点検を実
施した。
・　医療費等の支払いについて、支出遅れの
ないよう進行管理を行った。

０４５－２１０－５０１５連絡先（電話番号）

所属長評価

今年度の各事業における契約手続き等を円滑に行うなどして、各業務
に計画的に取り組んでいる。庁内において印刷可能な印刷物の外部発
注を控えることなどにより、経費節減につなげるなど効率的な業務運
営に努めている。

年度途中における契約手続きや支出等を円滑に行うとともに、今まで
の執行状況などをふまえ、今後の事業実施に遅れなどがでないよう計
画的に行っている。物品や印刷物等、スケールメリットが考慮できる
ものについて、課内調整の上、取りまとめて依頼するなどにより、経
費節減を行い、効率的な業務運営に努めている。

事業実施や支払い事務について適切に進行管理を行うとともに、引き
続き、経費節減にも取り組み、効率的な業務運営に努めた。

年間を通じて、適切な進行管理や経費節減に取り組み、効率的な業務
運営を行うことで、所管事業を円滑かつ着実に実施することができ
た。

年度途中における契約手続きや支出等を円滑に行うなどして、各業務
とも計画的に取り組んでいる。コピー用紙などの使用に当たり、両面
コピーや裏面使用及び集約印刷などを呼び掛け、周知することによ
り、経費節減を行い効率的な業務運営に努めている。


