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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

　厚木保健福祉事務所大和センター所長の中井信也です。

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1588

所属のホームページ

厚木保健福祉事務所大和センター

室・課（出先は所属）名

（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

　厚木保健福祉事務所大和センターでは、大和市と綾瀬市を所
管区域として、主に次の仕事をしています。

第１号様式 

所属進行表 

病院・薬局等の開設許可 

医療従事者等免許の申請受付 

食品衛生関係の営業許可や監視指導 

食中毒の原因調査や予防のための普及啓発 

結核・感染症の予防や

精神保健福祉・認知症

等に関する相談 

理容所・美容所や旅館等

の営業許可や監視指導 
母子保健、歯科保健、栄養改

善、不妊に関する相談等 

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

14,457 3,489 3,418 3,886 3,875 28 14,697

490 490 490

65 23 11 17 14 64

15,012 4,002 3,430 3,903 3,889 28 15,251

項目 (再)配当額

事業費 7,719 1,032 1,336 2,465 2,165 832 7,829

維持管理費 12,805 2,084 2,832 2,853 3,774 1,263 12,805

計 20,524 3,115 4,168 5,318 5,939 2,095 20,634

105,013 72,114 110,786 75,745 363,657

108,128 76,282 116,103 81,684 2,095 384,292

△ 104,127 △ 72,852 △ 112,200 △ 77,794 △ 2,067 △ 369,040

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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 34 37 37 37

上記以外の職員 9 9 9 9

計（人） 43 46 46 46

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1588


Ⅳ　業務実施状況

１　食中毒予防対策の推進のための食品営業施設等に対する監視指導の実施　（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

4,200 783 1,529 1,618 671

4,326 903 1,678 1,303 645

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

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 年間目標
（計画件数）

実  績　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

監視指導件数 4,601

（前年度実績） 4,529

項目 実績・進捗状況

①感染症予防対策の推進のため、感染防
止に関する正しい知識の普及を図るため
の講演会の開催

H27年５月19日、平成27年度新型インフルエン
ザ等地域医療体制会議・感染症対策会議を実
施した。H27年６月30日エボラ出血熱患者等の
移送に関する協定書の運用会議を実施した。

H27年８月30日、エボラ出血熱患者等の移送訓
練を大和市・綾瀬市消防本部等とともに実施
した。

H27年10月13日、高齢者介護施設等職員を対象
に感染症予防講演会を実施した(1回：26人)。

H28年１月26日、職員対象の新型インフルエン
ザ勉強会を開催し、所内体制の推進を図った
（１回：16人）

②児童虐待の観点から、十代を対象とし
て、思いがけない妊娠及びその予防に関
する適切な相談体制を整備するために、
医療機関及び学校等関係機関と連携し、
「妊娠ＳＯＳやまと」相談事業を実施

当事務所のモデル事業として実施していたも
のが、今年度9月から県事業として継続するこ
とが決定し、検討会へ担当者が参加する等、
事業開始に向けて協力している。
平成27年４月～６月末現在の相談件数は、実
数２件、延数４件あった。

平成27年７月～９月末現在の相談件数は、実
数６件、延数６件あった。
平成27年10月より当所モデル事業は県域全域
を対象とし、県実施事業としたため、「妊娠
SOSかながわ」と名称を変更する。

平成27年10月～12月末現在の相談件数は、実
数７件、延数９件あった。「妊娠SOSかなが
わ」となり、全県域で周知を始めていること
から相談件数は増加している。

平成28年１月～３月末現在の相談件数は、実
数27件、延数37件であった。
相談者の住所地は県内の各市町村で、関係機
関からの相談もあり。

③難病患者への支援としての講演会の開
催や地域おける支援者に対し難病の理解
と対応についての研修会の開催

介護職員等による喀痰吸引制度とその研修内
容について、理解を深めることを目的に開催
した（１回：９人）。また、音楽を通してス
トレス緩和や日常生活に必要な機能の維持向
上を目指す、音楽療法を用いた難病リハビリ
教室を開催した（１回：12人)。

神経難病等の患者・家族・関係者を対象にス
トレス緩和や日常生活に必要な機能の維持向
上のために音楽療法・PTによるリハビリ教室
を開催した（２回：22人）

講演会「パーキンソン病のことばのリハビ
リ」を開催した(１回：25名）。　また、日常
生活に笑いを取り入れ、ストレス緩和を図る
ためにラフターヨガを難病リハビリ教室とし
て開催した（１回：15人)。



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

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

046-261-2948　内線23連絡先（電話番号）

所属長評価

平成27年度の取組方針を決め、それぞれの事業において、計画どおり
の進捗が図られた。また、平成26年度のモデル事業としてスタートし
た「妊娠ＳＯＳやまと」は、平成27年度途中から、県の事業として実
施されることになった。このことは、この事業の必要性が認識された
結果である。

危険ドラッグ等の薬物乱用を根絶するため、人が多く集まる場所にお
いて街頭キャンペーンを実施し、危険ドラッグ等の危険性の啓発に努
めました。危険ドラッグ等の危険性を広く知ってもらうためには、街
頭キャンペーンは、有効な手段の一方法となっています。

各業務について、概ね計画どおりの進捗状況となり、年度全体計画が
達成できた中で、数値目標を掲げていた食品営業施設等に対する監視
指導の実施については、目標数値以上の指導ができた。

当初の年間事業計画を概ね達成することができた。また、健康危機管
理の観点から力を入れた食中毒予防対策、感染症予防対策の推進にお
いては、管内県民への普及啓発を進めるとともに、第２四半期に実施
した移送訓練など実効性の面にも配慮することができた。

感染症予防の普及を図ることも重要であるとともに、今回、エボラ出
血熱患者等の感染現場で実際に対応する消防本部等との移送訓練を実
施できたことは、今後の対応について、非常に参考になった。

③難病患者への支援としての講演会の開
催や地域おける支援者に対し難病の理解
と対応についての研修会の開催

神経難病等の患者・家族・関係者を対象に日
常生活に必要な機能の維持向上のためにPT及
び歯科衛生士によるリハビリ教室を開催した
（１回：８人）

④こころといのちを、守るしくみづくり
のために、自殺予防として管内市が行う
自殺予防対策事業を支援する検討会議を
開催

嘱託医によるこころの健康相談を９回実施し
た。

H27年８月28日、精神科医療機関等連絡会議に
て自殺未遂者への支援の検討として消防本部
の参加も得て情報共有を図った。
また、嘱託医によるこころの健康相談を8回実
施した。

H27年10月２日、弁護士を講師に迎え、成年後
見制度について家族や行政、関係機関を対象
に講演会を実施した(１回：25人)
H27年11月５日頻回な救急要請ケースの検討を
関係機関で共有し、今後の対応について検討
を行った。
嘱託医によるこころの健康相談を８回実施し
た。

H28年２月19・29日自殺未遂者への支援の検討
会を関係者が一堂に集まり、情報共有を図っ
た（２回：42人）。
また、嘱託医によるこころの健康相談を６回
実施した。

⑤薬物乱用防止対策の推進のため、薬物
乱用防止啓発活動等の実施

H27年５月10日、大和駅西口プロムナードにお
いて街頭キャンペーンを実施し、薬物乱用防
止の啓発活動を行った。

H27年７月10日、大和オークシティにおいて街
頭キャンペーンを実施し、薬物乱用防止の啓
発活動を行った。

H27年11月６日、綾瀬タウンヒルズ及び綾瀬市
役所において街頭キャンペーンを実施し、薬
物乱用防止の啓発活動を行った。

H28年３月４日、厚木保健福祉事務所大和セン
ターにおいて、薬物乱用防止推進地域連絡会
を開催し、関係団体等と薬物乱用防止啓発活
動実施状況等について情報交換等を行った。


