
局名 部名

保健福祉

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（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

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

小田原保健福祉事務所
足柄上センター

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1589/

第１号様式 

所属進行表 

小田原保健福祉事務所足柄上センター所長の海法澄子です。 

当センターは、足柄上地域（南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）を管轄する保

健福祉の広域的・専門的拠点として、主に次の業務を行っています。 
 

・免許申請の受付（医療従事者、栄養士、調理師 等） 

・許認可指導（医療機関、飲食店、特定給食施設、理・美容所 等） 

・医療費の援助や相談（小児慢性特定疾病医療、指定難病医療 等） 

・こころとからだの相談（肝炎検査、歯科検診・歯科保健指導、精神保健福祉相談、 

 物忘れ・認知症相談、禁煙サポート 等） 

・福祉関連の相談（生活保護、女性・母子父子家庭の福祉に関する生活相談、児童相談） 

・介護保険関連（事業所の指導） 

・食生活の相談（生活習慣病で合併症のある方の相談、栄養表示相談 等） 

ピンクリボン車！ 

がん検診普及啓発キャンペーンの風景です  たくさんの人に訪れていただきました 

当センターのマスコット 

【禁煙金太郎くん】 

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

7,417 1,549 2,035 1,844 1,882 39 7,349

2 2,201 434 4,872 3,586 1,117 12,210

0

7,419 3,750 2,468 6,716 5,468 1,156 19,559

項目 (再)配当額

事業費 465,630 109,722 112,325 120,388 118,326 4,870 465,630

維持管理費 9,897 1,535 3,109 1,916 2,468 870 9,897

計 475,528 111,257 115,434 122,304 120,794 5,740 475,528

121,482 81,916 124,519 81,580 409,498

232,739 197,350 246,823 202,374 5,740 885,026

△ 228,989 △ 194,882 △ 240,107 △ 196,906 △ 4,584 △ 865,467

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

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/div/1589/


Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　がん対策の総合的推進

①　がん検診受診促進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

②　たばこ対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・キャンペーン、講演等の実施
 10/4　やまきた健康スポーツ大会(100人)ほか
　　　 計12件　2,000人
・施設への戸別訪問・指導　 236件

・キャンペーン、講演等の実施
　1/17　大井町産業まつり（100人）ほか
　　　 計16件　1,433人
・施設への戸別訪問・指導　223件

　「がんにならない取組み」や「がんの早期発見」を進めるため、がん検診受診促進の普及啓発の核
となる団体や事業所及び地域住民等を対象に、がん体験者による講演等を行い、がん検診の受診促進
の啓発に取り組みます。

項目 実績・進捗状況

　がん検診受診促進の啓発

・研修、啓発活動等
　6/4　がん検診普及啓発キャンペーン
 （80人）ほか
　　　　計７件　615人

・介護保険実地指導時の普及啓発
  ７事業所10サービス
・研修、普及活動等
　9/3　労務安全衛生協会小田原支部労働衛生
　　　　週間推進大会（189人）ほか
　　　　計６件　538人

・介護保険実地指導時の普及啓発
  13事業所20サービス
・研修、普及活動等
　10/29　がん検診普及啓発セミナー（31人）
　　　　 ほか
　　　　 計９件　233人

介護保険実地指導時の普及啓発
  １事業所２サービス
・研修、普及活動等
　1/26 理美容業衛生講習会(124人）ほか
　　　 計 ７件　581人

　「がんにならない取組み」の一環として、受動喫煙防止条例に基づく啓発・指導を進めるととも
に、市町イベント会場等において地域禁煙サポート事業を行い、禁煙への理解を深めるキャンペーン
を実施します。

項目 実績・進捗状況

　たばこ対策の推進

・キャンペーン、講演等の実施
　5/19　街頭キャンペーン（600人）ほか
　　　 計９件　2,065人
・施設への戸別訪問・指導　110件

・キャンペーン、講演等の実施
　7/5　夕日の滝びらき（100人）ほか
　　　 計14件　1,746人
・施設への戸別訪問・指導　 32件

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 40 42 42 42

上記以外の職員 16 16 16 16

計（人） 56 58 58 58

配置職員数



２　食からの循環器疾患対策

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　地域における口腔ケア連携の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　足柄上地域で健康課題とされている循環器疾患（高血圧症等）について、食の側面から対策を実施
します。

項目 実績・進捗状況

　食からの循環器疾患対策

・食事の傾向に関するアンケート調査実施
　配付先：管内特定給食施設(保育所,事業所)、
　　管内市町、食生活改善推進団体いくみ会
　配付予定数：7,600
・循環器疾患対策関連講習会の開催
　　6/23　受講者95名

・食事の傾向に関するアンケート調査実施
　配付先：管内市町、食生活改善推進団体
　　いくみ会
　　9/30現在回収数：2,833

・足柄上地域食生活対策推進協議会部会開催
　テーマ「食事の傾向に関するアンケート調査
　(１)実施状況について
　(２)解析まとめ方について」
　10/8　委員数：６名
・食事の傾向に関するアンケート調査実施
　配付先：管内市町、食生活改善推進団体
　　いくみ会
　　12/31現在回収数：6,648

・ベッドサイドにおける口腔ケア助言・指導
　1/28　 実施数　５名
  2/25   実施数　５名
　3/24   実施数  ５名

・足柄上地域食生活対策推進協議会開催
テーマ「食からの循環器疾患対策」
(１)平成27年度事業実施報告
(２)アンケート調査の概要
(３)調査結果の解析及び活用について
　（学識経験者である協議会委員より講義）
(４)足柄上地域における方策の検討
　2/24　委員数：12名
・食事の傾向に関するアンケート調査
配布数：8,969　回収数：6,909
有効回答数：6,182
解析結果：管内住民の食事の傾向をまとめ、行
政等が栄養・食生活対策事業をより効果的に実
施するための基礎データとし、管内市町や関係
団体等に情報提供済み。

　病院を起点とした地域における口腔ケア連携を推進するため、病院の看護職員が行う口腔ケアの知
識及び技術に関する支援を行います。

項目 実績・進捗状況

　地域における口腔ケア連携の推進

・モデル病院選定及び関係機関との調整
   4/15 歯科医師会との打合せ
　 4/20 病院との打合せ
   4/24 歯科衛生士会との打合せ
・アンケート調査の実施 6/10～6/30
・研修企画

・看護職員等を対象にした研修会の開催
　9/17　座学研修16名
　9/14　相互実習17名
・ベッドサイドにおける口腔ケア助言・指導
　9/28　実施数　６名

・ベッドサイドにおける口腔ケア助言・指導
　10/29　実施数　５名
  11/26  実施数　６名
　12/21  実施数  ６名



４　災害対策

①　災害時医療救護活動の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

②　要配慮者（支援）対策

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

実績・進捗状況

　災害時医療救護活動の体制整備

－

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　7/31　足柄上地域市町防災担当課長会議に
　　　　おいて「地域災害医療対策会議」への
　　　　協力依頼

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　12/16　足柄上地域災害医療対策情報交換連
　　　　絡会を開催し、地域課題の対応につ
　　　　いて協議

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　3/2 　県西地域災害医療対策会議を開催し、
　　　　県西地域における課題や市町の取組み
　　　　等について協議

　災害時に、居宅介護事業所等の協力により、居宅介護サービス利用者に係る安否確認情報を市町へ
提供する仕組み（「指針」）について、円滑に運用されるよう支援を行います。

項目 実績・進捗状況

　災害時要援護者安否確認にかかる支援

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　5/25　１市５町保健福祉主管課長会議に
　　　　おいて「指針」の説明
　6/18　県市町介護保険担当者会議において
　　　　「指針」の説明

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　7/31　足柄上地域市町防災担当課長会議で
        仕組み（「指針」）の概要について
　　　　説明

・会議等を通じた情報提供
　12/16　足柄上地域災害医療対策情報交換連
　　　　絡会において、｢指針」概要説明資料
　　　　の提供

　災害時の医療救護活動を円滑に進めるため、医師会、行政、災害拠点病院等関係機関と連携して、
平時より会議、訓練、研修等の場を通じて情報交換を行い、体制整備に努めます。
　また、災害時における市町の保健師活動の体制整備を支援します

項目

・管内居宅介護支援事業所等に協力のお願い
　3/2　 管内居宅介護支援事業所等に対し進捗
        状況を確認依頼



５　感染症対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　結核等常時起こりうる感染症やＭＥＲＳやデング熱等の新興・再興感染症発生に備えて、対策会議
を開き、地域での体制を構築し、予防対策、対応策に取り組みます。
　また、個々の案件に対応するとともに、蔓延防止のために、保健医療福祉従事者に対する研修を実
施します。

項目 実績・進捗状況

感染症対策の推進

・会議等を通じた情報共有
　6/23　感染症対策会議においてﾃﾞﾝｸﾞ熱等
　　　　夏にむけた感染症予防対策について
　　　　情報共有化と対策の検討
・施設、企業等からの感染症の相談
　２件（MERS）

・ 施設、企業からの感染症の相談
　１件（MERS）

・会議等を通じた情報共有
　11/17　感染症対策会議において、季節型イン
         フルエンザやノロウイルスの感染症等
         冬の感染症予防対策について
        　情報共有化と対策の検討
・感染症対策の研修会
  10/9 　保健医療福祉の従事者を対象に講義と
　　　　　実技実習
　　　　「冬のウィルス対策について」　29人

・感染症予防出前講座
　2/22　ノロウイルス吐物対応研修
　　　　講演と実技演習　20名
・結核医療従事者研修
　3/1　高齢者の結核
　　　～症例および画像提示を含めて～　44名



６　地域包括ケアシステム及び在宅医療・介護連携の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

７　食中毒予防対策の推進

項目

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

監視指導 246 116 65 52 29

（前年度実績） 250 118 66 56 27

累計

　食中毒の発生防止のため、食品営業施設等の監視指導及び営業者等に対する講習会を実施します。
　特に大規模な食中毒発生を防止するため、大規模な製造施設、調理施設への監視指導を強化してお
ります。

年間目標
(延べ件

数)

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の保健、医療、福祉の関係機関や団体等
の連携・協働を強化し、市町が目指す地域包括ケアシステムの構築を支援します。研修等を行い理解
を深め、会議等を通じて関係者との情報交換を進めます。

項目 実績・進捗状況

　地域包括ケアの推進
　（会議、研修会等の開催）

・管内医療機関による研修、講演会での支援等
　5/15 医療・介護職地域連絡会(在宅療養後方
　　　 支援病院主催）での管内在宅医療に関
　     する医療・介護資源の実態調査結果の
　     の説明
・会議等を通じた地域の情報交換及び連携強化
　5/26 県西地区市町担当者の地域包括ケア・
　　　 在宅医療推進に係る情報交換会

・管内医療機関による研修、講演会での支援等
　7/11 住民対象の医学講座(在宅療養後方支援
　　　 病院主催）での管内の医療ニーズ予測
　　　 と地域包括ケアシステムの説明
・管内市町の医療・介護連携推進事業の支援
　8/26 市町との打合せ会
・会議等を通じ地域の情報交換及び連携強化
　8/31 県西地区市町担当者の地域包括ケア・
　　　 在宅医療推進に係る情報交換会

・管内市町の医療・介護連携推進事業の支援
　10/5  市町・在宅療養後方支援病院との打
　　　　合せ会
　11/16 市町・在宅療養後方支援病院との連
　　　　絡協議会
　12/25 市町との打合せ会
・研修を通じた地域の取組推進の啓発
　11/11 県西地区在宅医療推進事業講演会(関
　　　　係職員対象)

・会議等を通じ地域の情報交換及び連携強化
　1/18 県西地区市町担当者の地域包括ケア・
　　　 在宅医療推進に係る情報交換会
　3/3　県西地区地域包括ケア会議・県西地区
　　　 在宅医療推進協議会合同会議
・講演会を通じ地域住民への啓発
　1/27 県西地区在宅医療推進事業講演会
       (住民対象)  115人
・講演会を通じ地域の取組推進の啓発
　3/30　テーマ「安心と信頼を身近な地域で～
　      医療と介護のかかわり、協働体制のた
        めにできること」
        (関係職員対象)  73人

262

267



８　難病対策の充実

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

９　生活保護扶助費給付

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・H27年10～12月の給付額：　106,202,246円
・H27年12月の決定世帯数  　      387世帯

・H28年１～３月の給付額：  103,554,775円
・H28年３月の決定世帯数　 　 　　383世帯

「新たな難病対策への対応」のため、難病患者への支援や難病患者を支える保健医療福祉従事者のス
キルアップを図ります。

項目 実績・進捗状況

　難病対策の充実

・神経難病患者・家族の交流会
　5/19　15人
・指定難病医療受給者証の申請・変更・更新
　面接　181人　　電話相談　97人

・指定難病医療受給者証の申請・変更・更新
　面接　168人　　電話相談　119人
・更新集中受付実施
　7/6～7/17のうちの10日間
・難病講演会　「パーキンソン病について」
　9/18　53名
・神経難病患者・家族の交流会
　9/29　14人

・指定難病医療受給者証の申請・変更・更新
　面接　94人　　電話相談　114人
・在宅難病患者保健福祉従事者研修
　11/18「口腔ケア」　15人
　11/25「摂食・嚥下」10人
・難病リハビリ教室　　10/15　７人
・難病患者と家族のつどい
　10/22「コーラスコンサートと交流」19人
　12/9 「ハーモニカコンサートと交流」15人

・指定難病医療受給者症の申請・変更・更新
　面接　382人　　電話相談　146人
・難病リハビリ教室　　2/23  10人

　足柄上郡５町で生活保護を必要とされる方に対し、生活保護法に定める保護の決定や必要な支援等
を行います。

項目 実績・進捗状況

　生活保護扶助費給付

・H27年４～６月の給付額：　100,139,880円
・H27年６月の決定世帯数：　      382世帯

・H27年７～９月の給付額：　 99,103,753円
・H27年９月の決定世帯数：　      385世帯



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） 0465-83-5111　内410

所属長評価

地域住民に対して、がん検診の重要性や禁煙への理解を深めるため、普
及啓発キャンペーンを実施し、また、超高齢社会を見据えた医療介護連
携、体制整備を図るための会議開催など、日常業務として、年間を通じ
て実施する会議、研修、指導等が円滑にスタートてきるよう適切な業務
運営に努めた。

地域包括ケアの推進、災害対策については、会議開催等で市町及び関係
団体との連携が図られ、また、地域における口腔ケア連携推進事業は病
院看護職に対する研修を実施する等、各事業とも順調に業務運営が図ら
れた。

各業務は計画通り運営実施されている。
「地域における口腔ケア連携推進事業」は、管内モデル病院において看
護職等を対象とした技術支援を行った。また「食からの循環器疾患対
策」は、住民の食の実態を把握するアンケートを実施し、８割を超える
回収を得ることができた。

「食からの循環器疾患対策」は、足柄上地域食生活対策推進協議会を開
催し、アンケート調査の解析結果を市町及び関係団体等に情報提供する
とともに地域における方策の検討を行った。
また、県西地域災害医療対策会議や「地域包括ケアの推進」に関する専
門職講演会等の開催等により、市町及び関係団体等と取組み状況や地域
の課題等について情報共有や連携が図られた。

年間を通じて適性かつ効率的な業務運営を行い、多くの事業で目標を達
成するなど、地域の保健衛生・福祉の向上に貢献することができた。


