
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。

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/cnt/f70259/

所属のホームページ

厚木保健福祉事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

  所長の深澤博史です。厚木保健福祉事務所は、地域における

保健・福祉の向上を図るため、次の仕事を行っています。 

○ 保健・医療・福祉に係る総合的な企画調整、受動喫煙防止等た 

 ばこ対策の推進。 

○ 健康づくり、母子保健、精神保健福祉の充実、感染症・エイズ対 

 策の推進。 

○ 理・美容所等の環境衛生、飲食店営業等の食品衛生の許認可、 

 指導監督。 

○ 病院・薬局等の許認可及び指導監督、介護保険事業者への運 

 営指導。 

○ 生活保護・児童・母子・寡婦世帯に対する相談・助言等の援助。 

  

担当区域は、厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村で

す。（保健・医療及び福祉施策の総合的な企画調整等は大和市

及び 

  綾瀬市を、受動喫煙防止対策は相模原市を含みます。)                
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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

30,667 6,321 8,594 8,515 8,432 31,862

9 1,486 2,353 756 1,010 25 5,630

30 30

30,676 7,807 10,948 9,271 9,471 25 37,522

項目 (再)配当額

事業費 578,166 139,025 139,648 182,221 110,700 2,820 574,414

維持管理費 20,414 2,177 3,711 5,493 7,241 1,791 20,414

計 598,580 141,202 143,359 187,714 117,941 4,611 594,827

202,220 138,518 209,058 145,902 695,698

343,423 281,877 396,772 263,843 4,611 1,290,526

△ 335,616 △ 270,929 △ 387,501 △ 254,372 △ 4,586 △ 1,253,004

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 70 70 70 71

上記以外の職員 25 25 25 25

計（人） 95 95 95 96

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70259/


Ⅳ　業務実施状況

１　特定給食施設（事業所）指導の充実強化 

　　適切な栄養管理の実施を支援するため、事業所への実地指導の充実・強化を図ります。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

56施設 23 37 8 0

41施設 24 14 2 1

２　地域口腔ケア連携推進事業の推進

　(1)　地域口腔ケアにかかる知識向上

　　　 看護職員等の口腔ケアに関する知識の向上を図るための研修を開催します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累　計

3回 0 2 1 1 4回

50人 0 35 40 21 96人

　(2)　口腔ケアにかかる技術的助言・指導

       看護職員等が行うベッドサイドでの口腔ケアについて技術的助言・指導を行います。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累　計

8回 0 3 4 3 10回

80人 0 30 32 36 98人

３　感染症対策の推進

　(1)　感染症対策会議の開催

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累　計

1回 0 1 0 0 1回

3回 2 1 3回

　(2)　DOTS（直接服薬確認療法）の実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累　計

20回 4 9 7 10 30回

13回 3 3 4 3 13回

　(3)　感染症予防研修会の開催

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累　計

20機関 1 12 30 0 43機関

30人 40 32 82 0 154人

30機関･50人 0 0 34機関･94人 0 34機関･94人

開催状況
（単位：回）

年間目標
（計画）

実　　績

DOTSカンファレンス開催回数

（前年度実績）

研修受講
年間目標
（計画）

実　　績

研修参加機関数

研修受講者数

（前年度実績）

開催状況
（単位：回）

年間目標
（計画）

実　　績

会議開催状況

（前年度実績）

開催状況
（単位：回数、人）

年間目標
（計画）

実　　績

指導回数

指導看護職員等

項目
年間目標
（計画）

実　　績　　　　

累計

施設数 68施設

（前年度実績） 41施設

医療、教育、行政等が構成員となり、平時からの感染症にかかる情報共有と発生時の連携方
法について検討します。

　　　集団感染のリスクが高い障害児者施設等の職員や、行政職員に対する感染症予防研修会等の開
　　催により、感染症法に基づく感染症発生予防や蔓延防止の対策に取り組みます。

　　　結核服薬支援のためのDOTS(直接服薬確認療法)とDOTSカンファレンスを実施し、治療自己中断
　　者の減少を目指します。

開催状況
（単位：回数、人）

年間目標
（計画）

実　　績

研修会開催回数

看護職員等参加者数



４　食中毒予防対策の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累　計

132件 51 40 51 8 150件

145件 55 57 18 15 145件

５　地域医療構想の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

６　生活保護世帯の自立支援の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開催
し、神奈川県地域医療構想骨子（案）、県央地域の課題と施策の方向
性等について意見交換を行いました。

地域医療構想の策
定

第４四半期

（前年度実績）

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

医療課主催の「地域医療構想等に係る説明会」に出席し、地域医療構
想策定に係るスケジュール、地域医療構想調整会議の立ち上げ等につ
いて意見交換を行いました。

第１回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開催
し、地域医療構想策定に向けて、2025年必要病床数の集計結果、地域
医療構想策定スケジュール等の共有を図りました。

第２回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開催
し、患者の流出入調整の前提となる考え方について議論し、４機能
（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）いずれについても、患者所
在地とすることを決定しました。

第３回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開催
し、構想区域間調整、県央医療圏の地域医療に係る現状と課題につい
て意見交換を行い、構想区域間調整については都道府県間調整と同様
の方法によることを決定しました。

　　2025年を見据えて、県央地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進するた
　めに、関係機関と地域医療構想(県央版)の策定に取り組みます。

生活保護世帯の自
立支援の推進

　外国籍被保護者の自立支援のために日本語教室を「定着」・「親
子」・「就労」の対象者、目的別で実施しました。
　子どもの健全育成のため、従来からの中学生を対象とした学習支援
「にじいろ教室」を定期開催するとともに、子どもの社会性を育む
「のびのび教室」を開始しました。
　就労･自立支援として、個々の持つ力が最大限発揮できるよう社会参
加や地域貢献活動の提供、「生活保護社会的居場所づくり事業」によ
り社会体験等の場を提供したり、日常生活支援を行いました。

　引き続き計画に沿って、外国籍被保護者の自立支援のために日本語
教室、子どもの健全育成のための学習支援を実施。
　就労･自立支援においては、被保護者就労支援事業の年度達成者目標
20人に対し既に14人が達成。その他新たにﾊﾛｰﾜｰｸの協力を得て実施し
たり、町でのﾊﾛｰﾜｰｸの巡回相談の活用を始めたりし、自立支援の推進
を図りました。

「社会参加等活動等支援事業」と委託事業である「生活保護社会的居
場所づくり事業」との連携を一層深め、自立への意欲向上に努めまし
た。また、外国籍被保護者の自立支援のための日本語教室、子どもの
健全育成のための学習支援、被保護者就労支援事業についても、計画
に沿って実施しました。

監視指導
（単位：件）

年間目標
（計画）

実　　績

監視指導件数

　　大規模な食中毒の発生を防止するため、大規模製造・大規模調理施設について監視指導を実施し
　ます。



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

生活保護世帯の自
立支援の推進

今年度、「社会参加活動等支援事業」において、60人、延べ305回の活
動が得られ、「被保護者就労支援事業」においては、支援対象者数33
人、支援回数125回で25人が就職した。学習支援(居場所づくりを含む)
は34回実施し、中学3年生は全員高校へ進学。外国籍等の被保護者に対
する日本語教室や通訳の活用による支援を年間通して実施しました。

各項目において着実に事業を遂行し、すべての事業において年間目標
を達成したほか、「生活保護世帯の自立支援の推進」においても、学
習を支援した中学３年生は全員が高校へ進学するなど、大きな成果を
上げることができた。

　年間を通じて計画的に事業を実施することにより、すべての項目で
目標を達成し、地域の保健衛生・福祉の向上に貢献することができ
た。

　新規事業である地域口腔ケア連携推進事業における研修等を実施す
るほか、生活保護における被保護世帯の就労・自立支援等においても
目標に対して計画的に事業を推進した。
　また、その他の事業等においても関係団体との調整を進めるなど着
実な事業の進捗が図られた。

046-224-4373連絡先（電話番号）

所属長評価

　第１四半期は、生活保護世帯の自立支援の推進など着実に事業開始
したもののほか、その他の事業で準備段階にあるものなども関係団体
等との調整を進めており、目標達成に向け順調なスタートを切ること
ができた。

　特定給食施設指導の充実・強化、感染症予防研修会の開催、食中毒
の監視指導では、実施件数が年間目標を上回るなどの成果が認められ
た。また、その他の事業も概ね順調に事業を実施し、目標達成に向け
着実な進捗が図られた。



(単位：千円)

 


