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Ⅰ　業務概要

拡大版はこちら [PDFファイル／2.07MB]をご覧ください。

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1504/

所属のホームページ

健康増進課

室・課（出先は所属）名

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

☆平成26年12月14日発行の『県のたより12月特集
号』で、「未病を治す取組み」について、 マンガ
を用いてわかりやすく説明しています。

（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

第１号様式 

所属進行表 

健康増進課長の川名勝義です。                  

  健康増進課は、健康増進法や母子保健法等に基づき、主に次の仕事をしています。 

① 都道府県健康増進計画である「かながわ健康プラン２１」を県民健康づくり運動として推進 

  する健康づくり推進事業 

② 「未病を治すかながわ宣言」を推進するため、未病を治すかながわ宣言協力活動登録制 

  度、未病センターの設置拡大等のかながわ健康寿命日本一推進事業を実施 

③ 県民の健康の増進に向けて健康保持と疾病予防を図るため、健康診査等市町村が行う保健事 

  業の推進を図る健康増進事業 

④ 特定給食施設の指導、栄養表示等適正化推進事業、国民健康・栄養調査の実施等を行う食生 

  活改善指導事業 

⑤ 県民の生涯を通じた歯科保健の向上を図るための歯科保健対策事業等 

⑥ 乳幼児の健康保持を図るため、新生児の先天性代謝異常等検査や、未熟児や養育支援が必要 

  な保護者等への保健指導、不妊治療への支援などの母子保健対策事業 

⑦ アレルギー疾患対策や熱中症予防対策等の健康問題対策事業 

⑧ 人口動態調査や国民生活基礎調査など厚生統計調査等の実施 

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

414,368 993 393,273 3,037 397,303

126 3 3 5 10

4,260 42 35 8 46 2,783 2,915

418,754 42 38 1,004 393,319 5,824 400,228

項目 (再)配当額

事業費 919,168 104,101 155,215 141,112 159,570 306,374 866,372

維持管理費 0

計 919,168 104,101 155,215 141,112 159,570 306,374 866,372

84,135 56,806 86,864 60,600 288,404

188,235 212,021 227,976 220,170 306,374 1,154,777

△ 188,193 △ 211,983 △ 226,972 173,149 △ 300,550 △ 754,549

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

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/uploaded/attachment/742016.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1504/
http://me-byo.com/


Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　「未病を治す」取組みの更なる展開

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5,000 3,563 756 2,109 294

注　第1四半期分には、平成26年度登録分を含んでいます。


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,400 0 0 330 2,611

※事業開始は平成27年12月

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2 0 2 0 0

※小田原市、茅ヶ崎市がモデル事業を実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

70,000 17,843 15,072 16,351 18,255

☆　「未病チェックシート」は下のバナーをクリック

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：事業所）　

累計

「未病センター」
認証数、「未病を
治すかながわ宣言
協力活動」への登
録事業所数(累計)

6,722

実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

累計

未病チェックシー
トアクセス数

67,521

モデル事業実施市
町村

2

  ③ 「未病チェックシート」の普及展開
 　　平成２５年度に慶應義塾大学に委託し開発した「未病チェックシート」を実践の場で幅広く活用
　 させるため、県ホームページなどを通じ活用を呼びかけるとともに、情報提供内容の充実を図りま
　 す。また政策局と連携し、県西地域において、実際に使用する場面を想定した実証実験を推進しま
　 す。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

  ② 「高齢者虚弱化判断事業」の普及推進
 　  平成26年度に策定した高齢者虚弱化判断基準及び予防プログラムについてのモデル事業を行い、
　 市町村が主体的に事業展開できる環境づくりを整備する。

項目 年間目標

　① 「未病サポーター」の育成
     「未病を治す」ことの重要性や「食･運動･交流」による「未病を治す」取組みについて、自らの
　　体験を含め、「口コミ」で地域における普及啓発に取り組む人材の育成を行います。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

未病サポーター育
成数 2,941

【かながわグランドデザイン プロジェクト No.１ 未病】

☆　未病センターの認証制度についてはこちら

☆　未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度についてはこちら

　本事業は本県の総合計画である「かながわグランドデザイン」のプロジェクトに位置づけられてい
る事業で、プロジェクトでは数値目標の一つとして『「未病センター」設置数、「未病を治すかなが
わ宣言協力活動」への登録事業所数(累計)』を掲げています。

☆　かながわグランドデザイン実施計画プロジェクトの数値目標の詳細はこちら

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 29 29 29 29

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 31 31 31 31

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/p887051.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/p754591.html
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://me-byo.com/


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

200 80 81 81 81

180 40 40 50 50

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10,000 0 0 38,000 0

※延べ参加者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

17 10 0 0 0

14 7 0 0 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3,500 0 4,000 0 0

3,000 0 3,300 0 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100,000 0 0 13,261 0

323

 ③　「チャレンジデー」の参加促進
　 　５月の最終水曜日に開催の全国的なイベントである「チャレンジデー」の県内参加市町村に対
　 する支援とともに、「運動･スポーツ」、「地域コミュニテイ」双方の効果を持つ本イベントへの
　 参加市町村の更なる拡大を図る。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

参加市村町数
10

☆　第８回かながわ食育フェスタはコチラをご覧ください。

 ②　中高年の未病対策(糖尿病対策の推進)
　 　発症まで典型的な「未病」の過程を辿ることが多く、患者数の伸びが著しい「糖尿病」につい
　 て、発病後に必要となる食事制限や重症化に伴う重篤な合併症など生活への深刻な影響や社会的
   な損失に関する理解と、その対策の重要性を訴える普及啓発を推進します。

（前年度実績） 180

（前年度実績） 7

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

累計

季刊「医食農」を
配布したスーパー
などの店頭数

２　県民一人ひとりの「未病を治す」取組みを支援する情報や機会･場の提供

  ① 「医食農同源」の推進
　　 「食」を通じた健康づくりを日常生活に普及･定着されるために、食習慣の改善、地産地消の推
　　進など、「医食農同源」の取組みの全県展開を推進します。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

  ② 「東海道ウォーキングイベント」の開催
 　  オープンデータ活用により「沿道の多様な魅力」を体感できるしくみを取り入れた「東海道ウ
　 ォーキングイベント」を市町村･企業･団体等と連携して開催するとともに、参加者の運動習慣確
　 立等への効果検証を行い、「街道歩き」の楽しさと「健康づくり」の効果を実感できる機会を提
　 供します。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

累計

イベント参加者数
38,000

３　年代に応じた未病対策の強化

 【年代に応じた未病対策の強化】

累計

ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布、ﾒﾙﾏｶﾞ
配信 13,261

　①　子どもの未病(子どもロコモ)対策
　　・「おうちでいただきますの日（毎月19日及び第一日曜日）」、「かながわ食育月間（８月）」
　 　を、あらゆる方法により周知し、定着させていきます。
　　・ 朝食欠食など、食生活が乱れがちな若い世代の食育推進のため、フェイスブックによる情報
　　 発信や料理教室などを開催します。
　　・ 子どもや若い世代に向けた食育の推進を重点キーワードとした、「第８回かながわ食育フェ
　　 スタ」を「かながわ食育を進める会」の協力のもとに開催します。
　　・ 関係部局と連携し「食」の重要性を県民にわかりやすく普及啓発します。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

かながわ食育フェ
スタ来場者数

4,000

（前年度実績） 3,300

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6848/p951395.html
http://me-byo.com/


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 0 1 4 2

10 0 1 3 4

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

30 18 15 － 7

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 0 19 44 21

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

40 4 6 9 37

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80団体 28 28 20 14

20団体 12 14 40 11

（前年度実績） 8

出前講座実施企
業・団体数 90

研修開催数 84

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

４ 安心して妊娠･出産･子育てができる環境づくりの早期実現

　 若い世代が安心して妊娠･出産･子育てに臨める社会を実現するため、「妊娠期から子育て期にわ
 たる総合的な母子支援体制の整備」や「妊娠･出産にかかる正しい知識の普及」等の普及啓発や環
 境づくりを推進します。

  ① 「妊娠ＳＯＳ」の全県展開
 　  保健･医療･福祉･教育等の関係機関と連携し、望まない妊娠等の悩みを抱える県民が相談しや
　 すい相談窓口の設置を行い、的確な情報の提供と必要な支援を実施します。

  ③　団塊世代の未病対策(介護予防、認知症予防の取組み)
　　　認知症予防プログラム「コグニサイズ」や、介護予防エクササイズ、県内各地のご当地体操
　　など、健康長寿のための「運動」による「未病を治す」取組みを推進します。

項目
累計

（前年度実績） 77

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

相談件数 56

年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

累計

  ② 妊娠･出産等に関する正しい知識の普及
　　 女性特有の健康課題や、妊娠･出産に関する知識の普及啓発と、それらを踏まえたトータルのラ
　 イフプランの構築を支援するため、県内企業や大学などへ出向いた出前講座を積極的に実施しま
   す。

研修参加の市町村
数 40

  ② 地域口腔ケアの連携
 　  神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画における「人材の育成」及び「歯科保健医療提供体制
　 の充実」を図る中で、病院を起点とした地域における口腔ケア連携推進のため、病院の看護職員が
　 行う日常の口腔ケアに関する知識および技術的な支援(助言･指導･研修)を行います。

 【健康寿命延伸に向けた指導方法の提供】

  ① 「かながわ保健指導モデル事業」成果に基づく指導方法の普及
 　  モデル市町（海老名市･寒川町･大磯町）との協働実施による「かながわ保健指導モデル事業」の
　 成果に基づき、生活習慣病の悪化防止や改善につなげる新たな保健指導方法のマニュアルを作成
　 し、県内市町村への普及を図るため、市町村職員を対象とした研修を実施します。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

介護予防エクササ
イズ、ご当地体操
など、運動・社会
参加イベントの開
催数(開催支援含
む）

7

年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

http://me-byo.com/


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

045-210-4786連絡先（電話番号）

所属長評価

　健康寿命日本一の達成を目指して、「未病を治すかながわ宣言協力
活動登録制度」への協力呼びかけや、未病センターの設置拡大に向け
た準備、「かながわ保健指導モデル事業」の継続実施及び導入の支
援、「未病チェックシート」の普及、「医食農同源」の取組みの推
進、「チャレンジデー」の参加促進などの業務に着手した。
　また、安心して妊娠･出産･子育てができる環境づくりの一環とし
て、望まない妊娠等の相談窓口の設置や、妊娠・不妊等に関する正し
い知識の普及啓発の実施などの業務に着手した。

　健康寿命日本一の達成を目指して、「未病サポーター」の育成を開
始し、「未病チェックシート」をイベント会場で紹介するなどして普
及等に取り組んだ。
　また、11月から12月にかけて「東海道神奈川九宿ウオーキングラ
リー」の開催、中高年への未病対策として、糖尿病対策の推進を実施
するなど県民の健康づくりに寄与する事業を進めた。
　母子保健の取組みとしては、妊娠・不妊等に関する正しい知識の普
及啓発の実施、10月上旬には「健やか親子21全国大会」を本県で開催
するなど、着実に業務を進めることができた。

　健康寿命日本一の達成を目指して、「未病を治す」取組みのきっか
けをつくり、実践のための情報提供等を受けられる「未病センター」
の設置を進め、新たに９市町の「未病センター」を認証した。
　また、生活習慣病の重症化・合併症予防に重点を置いて実施してき
た「かながわ保健指導モデル事業」について、県内市町村へ効果的に
展開を図るため「実践者のためのかながわ方式保健指導マニュアル」
を作成した。
　母子保健の取組みとしては、望まない妊娠等の相談窓口である「妊
娠ＳＯＳ」を全県域で開始する体制を整備するなど、着実に業務を進
めることができた。

　健康寿命延伸のための取組みをはじめ、食育、母子保健などのその
他の取組みにおいても、目標をほぼ達成することができた。
　今後も、未病を改善する取組を積極的に推進し、関係機関と連携し
ながら健康寿命延伸に向けた取組みを行います。

　健康寿命日本一の達成を目指して、「未病サポーター(仮称)」の育
成に向けた準備、「高齢者虚弱化判断事業」のモデル事業を２市で実
施し、「未病チェックシート」をイベント会場で紹介するなどして普
及等に取り組んだ。また、７月に「神奈川・食育をすすめる会」等と
連携した「食育フェスタ」の開催、「東海道神奈川九宿ウオーキング
ラリー」の開催準備など、県民の健康づくりに寄与する事業を進め
た。
　母子保健の取組みとしては、妊娠・不妊等に関する正しい知識の普
及啓発の実施、熱中症の注意喚起を県ホームページのトピックスに掲
載するなど、着実に業務を進めることができた。

http://me-byo.com/

