
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

Ⅳ　業務実施状況

１「未病を治す｣「健康寿命の延伸」につながる事業実施状況

(1)　地域・職域連携による働く人の健康講座「若い世代からの健康習慣対策」

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

6 回 0 3 3 1

200人 0 121 63 20

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

（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

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.j
p/div/1586/

所属のホームページ

平塚保健福祉事務所秦野セン
ター

室・課（出先は所属）名

開催回数 7

参加者数 204

第１号様式 

平塚保健福祉事務所秦野センター所長永井雅子です。平塚保健福祉事務所

秦野センターでは、秦野市及び伊勢原市を担当区域として主に次の仕事をし

ています。                             

  保健・医療・福祉に係る施策の企画及び調整、健康相談、衛生教育、精神

保健、感染症・狂犬病の予防、理美容・旅館等の営業許可や監視指導、食品

衛生関係の営業許可や監視指導、病院・薬局等の開設許可及や医療従事者

の免許申請、母子寡婦福祉資金等の貸付  

 

 

 

 
 

当所自殺予防ｲﾒｰ

ｼﾞｷｬﾗｸﾀｰはたみ

ちゃん 

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

13,052 2,778 2,806 4,360 3,508 23 13,476

66 24 13 17 16 5 75

490 490 490

13,608 3,292 2,819 4,377 3,525 29 14,041

項目 (再)配当額

事業費 4,259 422 878 1,219 1,504 236 4,259

維持管理費 16,344 2,451 4,008 3,868 4,421 1,598 16,344

計 20,603 2,873 4,886 5,086 5,925 1,833 20,603

104,301 73,494 111,909 78,065 367,769

107,174 78,380 116,995 83,990 1,833 388,372

△ 103,882 △ 75,561 △ 112,618 △ 80,465 △ 1,805 △ 374,331

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 37 40 40 40

上記以外の職員 9 8 8 8

計（人） 46 48 48 48

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1586/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1586/


(2)　「食・栄養」の面からの健康づくりの推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5回 0 5 0 0

4回 1 1 0 2

800部 200 224 110 347

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1,500部 340 400 1,884 168

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

200人 15 58 20 37

7回 0 1 3 2

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5件 2 4 0 0

(6)  糖尿病重症化予防に向けた取り組み

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　３食を提供する特定給食施設の災害時対策の強化

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　慢性疾患・難病・感染症・こころの問題等へのきめ細かな対応

(1)　医療的ケア児の在宅療養支援の強化

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3回 0 2 1 0

3回 0 1 0 2

(2)　妊娠から子育て期支援体制整備

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10回 5 4 2 4

慢性疾病に関する講演会 3

小児慢性特定疾病対策部会 3

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

周産期検討部会・病院との連絡会 15

①セルフチェック表の活用状況把握
②災害時対策研修会の開催
　・平成26年度作成「給食施設のための備え
　　セルフチェック表」の普及
　・施設間連携の推進

セルフチェック表の普及・施設間連携を目
的とした研修会の実施

セルフチェック表の普及及び研修会に向け
た企画準備

・状況把握のための調査の実施
・施設間連携を目的とした研修会の実施

「給食施設のための備えヒント集」｢秦野・
伊勢原地区の施設情報｣作成

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

項目 実績・進捗状況

「糖尿病自己管理サポートネットワーク事業」の成
果分析と評価

評価に向けた検討

評価に向けた検討

成果分析

成果分析と評価実施

項目 実績・進捗状況

モデル病院口腔ケア助言・指導 6

(5)　女性の健康づくりを推進する出前講座

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

開催回数 6

受診率向上普及啓発チラシ配布 2,792

(4)　歯及び口腔の健康づくりの推進

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

歯間清掃用具の配布指導 130

累計

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

食生活改善推進団体定例会開催 5

特定給食施設等講習会開催

[医食農同源」季刊誌配布数 881

4

(3)　がん検診受診率の向上や未成年者の喫煙防止対策に向けた普及・啓発

項目
年間目標
（計画）

実績　　　



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　結核、感染症対策の状況

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

感染症 3類1件 4類5件 5類8件の発生あ
り、必要時､積極的疫学調査実施。その
ほか3類細菌性赤痢同行者調査1件依頼
あり。4類疑い つつが虫1件　レストス
ピラ症１件、5類疑い 麻疹1件と、国か
らの実態調査依頼となっていた急性弛
緩性麻痺(AFP)についても検査依頼に対
応した。2類MERS流行国からの帰国者や
1類エボラ出血熱の健康監視者に対し対
応した（エボラ出血熱についてはWHOの
終息宣言に伴い年内で終了）。10/１感
染症予防研修会開催(介護保険施設職員
34名参加）。流行期12月には医療機関
等におけるノロウイルス予防対策の啓
発と集団発生時の蔓延防止のための助
言を行った。結核は23件(潜在性結核感
染症14件)あり、積極的疫学調査、接触
者健診(88名に対し胸部Ｘ線検査11件・
QFT検査79件)を実施した。

①新型インフルエンザ対策における2市、医
師会、当所において4回の勉強会を開催。そ
れを受け新型インフルエンザ対策に係る地
域医療体制対策会議開催した。②感染症報
告については、3類細菌性赤痢1件4類レジオ
ネラ症5類　麻疹（検査にて陰性）事例1件
③結核は13件(潜在性結核感染症6件)あり、
積極的疫学調査、接触者健診(84名に対し、
胸部Ｘ線検査15件・QFT検査75件)を実施し
た。

①新型インフルエンザ、エボラ出血熱、ＭＥＲＳな
どの県民に大きな影響を及ぼす恐れのある新たな感
染症の発生に備えた準備を進めるとともに、デング
熱やインフルエンザなどの感染症予防のための普及
啓発活動を積極的に進める。
②施設内・病院内における結核やノロウイルス等の
集団発生に対しては、適切な対応法の指導など速や
かな実施により、蔓延の防止に努める。

感染症 3類1件 4類6件 5類9件の発生あ
り、必要時積極的疫学調査を実施。ま
た、5類疑 日本紅斑熱1件、レストスピ
ラ症1件があり検査依頼に対応した。結
核は16件(潜在性結核感染症8件)あり、
積極的疫学調査、接触者健診(63名に対
し胸部Ｘ線検査23件・QFT検査49件)を
実施した。

新疾病申請受理(4/1～12/31):19疾病57
名。11/10膠原病講演会(27名)及び
11/18従事者研修会(173名)を開催し、
知識の普及及び保健福祉サービスの紹
介を行った。

3/3在宅ケア委員会を開催。難病法の施
行に伴い、難病対策地域協議会の設置
に向け、地域における難病患者支援の
取り組み状況の情報交換、及び難病患
者の災害時対策について意見交換を
行った。

４　新たな難病対策の推進

項目 実績・進捗状況

①新たな難病医療費助成制度の円滑な実施を図る。
対象が拡大される難病患者の状況把握に努め、災害
時携帯手帳の配布や保健福祉サービスの紹介、難病
リハビリ教室の開催等に取り組む。
②難病患者を地域で支える「難病対策地域協議会」
の設置に向け検討する。

新疾病申請受理（4/1～9/30):15疾病44
名。患者と家族のつどい①9/8音楽療法
(21名)②9/16網膜色素変性症患者のつ
どい(20名)を開催した。

項目 実績・進捗状況

指定難病の拡大（H27.1から110疾病、
H27.7から306疾病)に伴う周知と申請の
案内･申請受理(新疾病：12疾病30名)

エボラ出血熱患者移送に関する協定書
を県と県所管域消防本部設置市とで締
結。運用について管内2市消防本部と調
整を行う。結核9件、感染症(3類2件 4
類1件 5類4件全数把握対象疾患）７件
の発生あり、必要時積極的疫学調査を
実施。



６　こころといのちを守るしくみづくりの推進に関する研修会、相談事業等の実施状況　

(1)　研修会・会議等

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

(2)　精神保健福祉相談

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

36 回 9 9 9 9

108人 25（4） 26（3） 22(5) 24（1）

(3)　認知症相談

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

15 回 3 4 5 3

45 人 8（2） 7（1） 12(2) 8(4)

７　環境衛生営業施設（理・美容所、旅館、クリーニング所等）の監視指導 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

320 114 117 40 69

365 97 109 92 67

項目
年間目標
（計画）

監視件数実績　　　　　　　　(単位：件）

累計

監視指導施設数 340

365

地域の連携を深めるため4月27日に2市
精神保健福祉・自殺対策担当者会議を
実施。6月24日に自殺対策検討会開催。
②6月21日認知症介護家族交流会・講演
会を実施。7月17日に関係職種対象に認
知症の研修を実施。

実績・進捗状況

①自殺対策を地域の特性に合わせて推進するため、
[秦野・伊勢原地域自殺対策検討会｣の充実を図ると
ともに、支援者のスキルアップと連携のための研修
を実施する。
②認知症対策について、市町村・関係機関と連携を
図りながら、相談徘徊高齢者SOSネットワークの効
果的運用と認知症の理解への普及啓発を行う。

①7月24日に統合失調症講演会、9月3日
に自殺未遂者の支援者を対象とした研
修会を開催。②8月6日に徘徊高齢者SOS
ネットワーク管内担当者連絡会議を開
催した。また、9月30日に地域医療機関
(精神科病院等)の連絡会議を実施し
た。

①12月18日に大人の発達障害について
講演会(32名)、12月3日に自殺未遂者の
支援者を対象とした研修会(28名）を開
催。
②10月10日に認知症介護家族交流会・
講演会を実施。11月30日に若年性認知
症をテーマに介護家族のつどいを実
施。

①地域の連携を深めるため2月１７日に
自殺対策検討会を伊勢原シティプラザ
にて開催。

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

嘱託医による専門相談 15

相談者数 35(9)

※嘱託医による定例相談（　）内は訪問再掲

※嘱託医による定例相談（　）内は訪問再掲

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

嘱託医による専門相談 36

相談者数 97（13）



８　薬物乱用防止に向けたドラッグ等対策の強化状況

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

９　食品営業施設等に対する監視指導

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

4,590 883 2,023 1,181 771

3,773 797 2,062 1,167 685

10　 微生物による食中毒予防対策

(1)　収去検査実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

120 33 30 30 27

120 33 34 36 17

(2)　食品衛生講習会開催状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

17 4 6 3 4

19 5 6 6 2

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

薬物乱用防止の街頭キャンペーンを、6月25
日に伊勢原駅周辺で行い、啓発人数1000名
を、6月26日に秦野駅周辺で行い、啓発人数
900名の成果をみた。
大学生を対象とした薬物乱用防止講演会
を、4月1日（参加者200名）及び4月4日（参
加者120名）に実施した。また、看護師等を
対象とした薬物乱用防止講演会を4月17日
（参加者38名）に実施した。

中学生を対象とした薬物乱用防止講演会を7
月2日(参加417名)に実施した。また、看護
師等を対象とした薬物乱用防止講演会を9月
4日(参加者35名)に実施した。

薬物乱用防止の街頭キャンペーンを、10月
18日に伊勢原観光道灌まつりで行い、啓発
人数2,100名を、11月3日に秦野市市民の日
で行い、啓発人数2,700名の成果をみた。
高校生を対象とした薬物乱用防止講演会を
10月15日(参加890名)に実施した。また、小
学生を対象とした薬物乱用防止講演会を10
月27日(参加者150名)に実施した。

大人を対象とした薬物乱用防止講演会を１
月16日(参加40名)に実施した。また、高校
生を対象とした薬物乱用防止講演会を10月
27日(参加者625名)に実施した。

（前年度実績） 19

所属長評価

各事業の年間目標の達成に向け、それぞれ準備にとりかかり、
順調にスタートしたところである。

各事業とも良好に業務を遂行している。

各事業とも良好に業務を遂行している。

概ね良好に業務を遂行することができた。

年間を通じて、概ね円滑に効果的な事業運営を行うことができ
た。
特に新型インフルエンザ対策については、医師会及び市との勉
強会を４回開催するなどきめ細かな対応を行ったうえで、「地
域医療体制対策会議」を設置、開催したことから、関係機関と
の連携強化及び体制整備の推進を図ることができた。

検査件数 120

（前年度実績） 120

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

開催回数 17

監視指導施設数 4,858

（前年度実績） 4,711

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　（単位：検体数）

累計

項目
年間目標
（計画）

実績　　　

累計

　街頭キャンペーンや薬物乱用防止講演会を通じド
ラッグ等の危険性について注意喚起を図り、薬物乱
用防止の取組を推進する。



0463-82-1428連絡先（電話番号）


