
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

（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。

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1583/

所属のホームページ

茅ケ崎保健福祉事務所

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

（注）常勤職員５７人の外、市からの派遣職員４人が配置されています。

第１号様式 

所属進行表 

茅ケ崎保健福祉事務所長の牧野ゆり子です。             

茅ケ崎保健福祉事務所では、主に次の仕事をしています。 

・地域保健法の規定に基づく保健所業務 

・社会福祉法の規定に基づく福祉事務所業務 

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

13,517 3,627 3,360 4,037 3,219 97 14,340

304 1,658 1,933 3,410 3,122 742 10,866

490 490 490

14,311 5,775 5,293 7,448 6,341 839 25,696

項目 (再)配当額

事業費 658,099 156,038 160,007 173,148 167,153 1,753 658,099

維持管理費 26,920 3,750 6,647 5,922 7,232 3,370 26,920

計 685,020 159,789 166,654 179,070 174,385 5,123 685,020

163,287 110,301 175,570 120,689 569,847

323,075 276,955 354,640 295,074 5,123 1,254,867

△ 317,300 △ 271,662 △ 347,192 △ 288,733 △ 4,284 △ 1,229,171

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）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 55 56 56 57

上記以外の職員 22 20 19 18

計（人） 77 76 75 75

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1583/


Ⅳ　業務実施状況

１　｢未病を治すかながわ宣言」の積極的な取り組み（数字で表せるもの）

・生涯を通じた女性の健康づくりの支援～女子力全開ハッピーライフ支援事業

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 3 6 1 3

5 5 7 2 0

・たばこ対策 

（１）県が先進的に取り組んできた受動喫煙防止条例の普及啓発活動に取り組む。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

　850　回 159 268 330 245

616  回 58 237 223 158

（２）海水浴場におけるたばこ対策の着実な推進のため「サザンビーチちがさき」において普及啓発活動に取り組む。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

原則週１回実施
海水浴場開設前の
ため未実施

海水浴場開設期間
中 計10回実施

海水浴場開設前の
ため未実施

海水浴場開設前の
ため未実施

開設期間中週１回
（計８回）実施

海水浴場開設前の
ため未実施

海水浴場開設期間
中週１回（計８
回）実施

海水浴場開設前の
ため未実施

海水浴場開設前の
ため未実施

２　感染症等の危機管理現象への対応（数字で表せないもの）

ＭＥＲＳ・デング熱等の新興・再興感染症への対応

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　犬猫等に対するマイクロチップ等所有明示の推進（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

300 - 108 192 0

４　糖尿病クリテイカルパスの普及促進（数字で表せないもの）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

普及啓発 300

項目 実績・進捗状況

・糖尿病治療の向上を目的に設置した茅ヶ崎寒川
地区糖尿病地域連携クリテイカルパス協議会のメ
ンバーを中心に地域の病診連携強化と医療関係者
のレベル向上への支援を行うと同時に連携パスの
普及啓発に取り組む。

・協議会を開催し、歯周病スクリーニング検査の実施状
況や平成27年度の取組み、糖尿病・地域連携ニュースに
ついて協議した。
・湘南糖尿病ネットワークガイドブック　茅ヶ崎寒川版
(2015年5月改定版)を作成、配布した。
・糖尿病・地域連携ニュース第4号を発行した。

・医科歯科連携を進めるために実施した歯周病スクリー
ニング検査の最終実施結果を取りまとめた。

・協議会を開催し、各分科会の状況報告と今後の医科歯
科連携の進め方や来年度に向けたガイドブック更新のス
ケジュール等について協議した。
・糖尿病の人のための料理教室を初めて開催した。
・糖尿病・地域連携ニュース第5号を発行した。

マイクロチップの普及啓発(チラシ配布)に取り組む

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　　（単位：枚）　

累計

感染症への対応を強化するため、関係機関
との連携を図ります。結核等の感染症に関
する正しい知識の普及を図るため、医療従
事者等を対象とした講演会を開催します。

エボラ出血熱・MERS発生時の対応について医療機関や消
防等と連絡調整を行いました。

蚊媒介感染症等のモニタリング調査を茅ヶ崎市の協力を
得て実施しました。また、教育機関で発生したインフル
エンザ集団かぜの検査を実施しました。

継続して蚊媒介感染症等のモニタリング調査を実施しま
した。また、高齢者福祉施設等の関係者を対象に、感染
症予防講演会を開催しました。さらに、小学校・保育園
施設における感染性胃腸炎の集団発生に対し、実地調査
及び指導を行いました。(4件）

感染症対策会議を開催し、エボラ出血熱・MERSの健康監
視発生時の対応や、デング熱・ジカウィルス患者発生時
の対応について医療機関等と話し合いました。

海水浴場たばこ対策の普及啓発活動

（前年度実績） 海水浴場開設期間中週１回（計８回）実施

項目 実績・進捗状況

676

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

（前年度実績）

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　（単位：施設）　

累計

戸別訪問の実施 1,002

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

累計

出前講座実施団体 13

（前年度実績） 14



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

連絡先（電話番号） ０４６７－８５－１１７１

所属長評価

各事業の目標達成に向けて、概ね順調なスタートを切ることができた。

各事業の目標達成に向けて、順調に進捗している。

各事業の目標達成に向けて、順調に進捗している。

各事業の目標達成に向けて、順調に進捗している。

各事業の目標達成に加え、収入確保(未収金回収)と経費縮減により、
概ね健全な運営ができた。

・糖尿病治療の向上を目的に設置した茅ヶ崎寒川
地区糖尿病地域連携クリテイカルパス協議会のメ
ンバーを中心に地域の病診連携強化と医療関係者
のレベル向上への支援を行うと同時に連携パスの
普及啓発に取り組む。

・協議会を開催し、各分科会及び歯周病スクリーニング検査を
通じた医科歯科連携モデル事業のヒアリング調査の状況報告、
来年度のスケジュール等について協議した。
・糖尿病患者の療養支援のための看護従事者向け「看護支援
ツール」の作成、配布をした。
・第２回「糖尿病の人のための料理教室」を開催した。
・糖尿病・地域連携ニュース第6号を発行した。


