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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp/di
v/1504/

所属のホームページ

健康増進課

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

健康増進課長の鈴木慎一です。

健康増進課は、健康増進法や母子保健法等に基づき、主に次

の仕事をしています。

① 都道府県健康増進計画である「かながわ健康プラン２１」を県

民健康づくり運動として推進する健康づくり推進事業

② 未病を改善する取組を推進するため、「未病を治すかながわ宣

言協力活動登録制度」や「未病センター」の設置拡大

等によるかながわ健康寿命延伸に向けた事業

③ 県民の健康の増進に向けて健康保持と疾病予防を図るため、

健康診査等市町村が行う保健事業の推進を図る健康増進事業

④ 特定給食施設の指導、栄養表示等適正化推進事業、国民健康・

栄養調査の実施等を行う食生活改善指導事業

⑤ 県民の生涯を通じた歯科保健の向上を図るための歯科保健対策事業等

⑥ 乳幼児の健康保持を図るため、新生児の先天性代謝異常等検査や、未熟児や養育支援が必

要な保護者等への保健指導、不妊治療への支援などの母子保健対策事業

⑦ アレルギー疾患対策や熱中症予防対策等の健康問題対策事業

⑧ 人口動態調査や国民生活基礎調査など厚生統計調査事業等

⑨ 受動喫煙防止に関する施設管理者への指導及び支援、かながわ卒煙塾や未成年者への喫煙

防止教育などのたばこ対策事業

食育マスコット

「かなふぅ」

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 32 32 32 32

上記以外の職員 5 5 5 5

計（人） 37 37 37 37

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 1,033,136 64,745 238,703 161,730 161,855 371,597 998,631

維持管理費 0

計 1,033,136 64,745 238,703 161,730 161,855 371,597 998,631

93,137 62,662 98,631 69,546 323,977

157,883 301,365 260,361 231,401 371,597 1,322,607

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



拡大版はこちら [PDFファイル／2.07MB]をご覧ください。

Ⅳ　業務実施状況

１　「未病を改善する」取組みの更なる展開

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

12

(22)

409

(7,121)

 注　累計の（　）内数は、平成26・27年度登録分を含んでいます。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,400 830 833 370 666

2,400 0 0 330 2,611
※事業開始は平成27年12月

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 3 0 0 0

2 0 2 0 0
※小田原市、茅ヶ崎市、厚木市がモデル事業を実施

20

7,000

0 4 5 3

6 328 19 56

（前年度実績） 2,941

（前年度実績） 2

モデル事業実施市
町村

☆　未病センターの認証制度についてはこちら

☆　未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度についてはこちら

　① 「未病サポーター」の育成
     「未病を改善する」ことの重要性や「食･運動･交流」による「未病を改善する」取組みについ
　　て、自らの体験を含め、「口コミ」で地域における普及啓発に取り組む人材の育成を行います。

【かながわグランドデザイン プロジェクト No.１ 未病】

　本事業は本県の総合計画である「かながわグランドデザイン」のプロジェクトに位置づけられてい
る事業で、プロジェクトでは数値目標の一つとして『「未病センター」設置数、「未病を治すかなが
わ宣言協力活動」への登録事業所数(累計)』を掲げています。

☆　かながわグランドデザイン実施計画プロジェクトの数値目標の詳細はこちら

項目

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

  ② 「高齢者虚弱化判断事業」の普及推進
 　  平成26年度に策定した高齢者虚弱化判断基準及び予防プログラムについてのモデル事業を行い、
　 市町村が主体的に事業展開できる環境づくりを整備します。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

未病サポーター育
成数 2,699

年間目標（累計）
実　績　　　　　　　　　（単位：事業所）　

☆未病を改善する取組
についてわかりやすく
説明しています。

「未病センター」
認証数、「未病を
治すかながわ宣言
協力活動」への登
録事業所数(累計)

 未　　病
 センター

 登　　録
 事 業 者

3



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

70,000 25,858 33,391 35,785 33,364

70,000 17,843 15,072 16,351 18,255

☆　「未病チェックシート」は下のバナーをクリック

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

300 81 81 81 81

200 80 81 81 81

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

4,100 0 3,000 0 0

3,500 0 4,000 0 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20,000 250 300 500 14,500

（前年度実績） 67,521

未病チェックシー
トアクセス数

128,398

２　県民一人ひとりの「未病を改善する」取組みを支援する情報や機会･場の提供

  ① 「医食農同源」の推進
　　 「食」を通じた健康づくりを日常生活に普及･定着されるために、食習慣の改善、地産地消の推
　　進など、「医食農同源」の取組みの全県展開を推進します。

項目
累計

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

季刊「医食農」を
配布したスーパー
などの店頭数

324

年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

（前年度実績） 323

３　年代に応じた未病対策の強化

かながわ食育フェ
スタ来場者数

3,000

（前年度実績） 4,000

☆　第９回かながわ食育フェスタはこちら

 【年代に応じた未病対策の強化】

　①　子どもの未病(子どもの食育)対策
　　・「おうちでいただきますの日（毎月19日及び第一日曜日）」、「かながわ食育月間（８月）」
　 　を、あらゆる方法により周知し、定着させていきます。
　　・ 朝食欠食など、食生活が乱れがちな若い世代の食育推進のため、フェイスブックによる情報
　　 発信や料理教室などを開催します。
　　・ 子どもや若い世代に向けた食育の推進を重点キーワードとした、「第９回かながわ食育フェ
　　 スタ」（７月28日）を「かながわ食育を進める会」の協力のもとに開催しました。
　　・ 関係部局と連携し「食」の重要性を県民にわかりやすく普及啓発します。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

 ②　中高年の未病対策(糖尿病対策の推進)
　 　発症まで典型的な「未病」の過程を辿ることが多く、患者数の伸びが著しい「糖尿病」につい
　 て、発病後に必要となる食事制限や重症化に伴う重篤な合併症など生活への深刻な影響や社会的
   な損失に関する理解と、その対策の重要性を訴える普及啓発を、11月の世界糖尿病デーを中心に
　 推進します。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：部）　

累計

ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 15,550

  ③ 「未病チェックシート」の普及展開
 　　平成２５年度に慶應義塾大学に委託し開発した「未病チェックシート」を実践の場で幅広く活用
　 させるため、県ホームページなどを通じ活用を呼びかけるとともに、情報提供内容の充実を図りま
　 す。



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

6 5 6 6 6

3 3 0 0 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

60 34 36 2 0

80 0 19 44 21

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 30 14 15 13

40 4 6 9 37

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

27,000 6,708 5,699 15,874 9,977

60 16 18 20 10

80 28 28 20 14

５　受動喫煙防止に関する取組みの推進

　受動喫煙防止条例の対象施設に対する戸別訪問の実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

9,450 1,733 2,245 3,033 2,178

9,450 1,785 2,284 3,682 2,693（前年度実績） 10,444

（前年度実績） 56

 　受動喫煙防止条例未対応施設等への戸別訪問による指導等、条例の適切な施行により、受動喫煙
 防止対策を着実に進めるなど、たばこ対策を推進します。

年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

個別訪問件数 9,189

（前年度実績） 3

38,258
特設サイト
アクセス数

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

 【健康寿命延伸に向けた指導方法の提供】
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項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

（前年度実績） 84

出前講座実施企
業・団体数 64

（前年度講座実績） 90

  ① 「かながわ方式保健指導促進事業」の実施
 　　生活習慣病重症化予防を促進するため、効果的な保健指導（かながわ方式保健指導）を県内市
　 町村へ普及・実施します。

  ② 地域口腔ケアの連携
 　  神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画における「人材の育成」及び「歯科保健医療提供体制
　 の充実」を図る中で、病院を起点とした地域における口腔ケア連携推進のため、病院の看護職員が
　 行う日常の口腔ケアに関する知識および技術的な支援(助言･指導･研修)を行います。

  ② 妊娠･出産等に関する正しい知識の普及
　　 女性特有の健康課題や、妊娠･出産に関する知識の普及啓発と、それらを踏まえたトータルのラ
　 イフプランの構築を支援するため、特設サイト「丘の上のお医者さん」による周知や、県内企業
 　や大学などへ出向いた出前講座を積極的に実施します。

年間目標
実　績　　　　　（アクセス数単位：件、講座数単位：団体）　

累計

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

相談件数 72

研修開催数 72

４ 安心して妊娠･出産･子育てができる環境づくりの早期実現

　 若い世代が安心して妊娠･出産･子育てに臨める社会を実現するため、「妊娠期から子育て期にわ
 たる総合的な母子支援体制の整備」や「妊娠･出産にかかる正しい知識の普及」等の普及啓発や環
 境づくりを推進します。

  ① 「妊娠ＳＯＳ」の全県展開
 　  保健･医療･福祉･教育等の関係機関と連携し、望まない妊娠等の悩みを抱える県民が相談しや
　 すい相談窓口の設置を行い、的確な情報の提供と必要な支援を実施します。

実施市町村数



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

　国の「女性の健康習慣」に合わせて、3月1日から8日を「かながわ
女性の健康・未病Week」とし、民間の様々な主体と連携しながら、若
い女性を中心とした女性の未病改善の普及啓発等を集中的に展開でき
た。また、かながわ女性の健康・未病サイト「未病女子navi」を新た
に開設し、女性の健康未病課題やその対処法などについて情報提供を
図ることができた。
  健康づくりの取組みとしては、食習慣に着目したリーフレットの作
成・配布やシンポジウムを開催し、生活習慣病予防対策を進めること
ができた。
　受動喫煙防止対策の取組みとしては、横浜市や川崎市との共同キャ
ンペーンの実施、9,000件を超える戸別訪問による事業者指導の実施
を通じて対策を着実に推進することができた。加えて全国版観光情報
誌に受動喫煙防止条例について掲載したことで、県外からの来訪者の
皆様にも条例の普及啓発を進めることができた。

　健康寿命延伸のための未病改善の取組みをはじめ、食育、母子保
健、たばこ対策などその他においても、目標をほぼ達成することがで
きた。
　今後も、関係機関と連携しながら、未病を改善する取組みを積極的
に推進していきます。

　企業の社会貢献活動と自治体の取組みの連携による、健康づくりや
健康寿命延伸に向けた全国初の試みとして、７月から市町村設置によ
る未病センターの活動充実のため、民間企業等が、その保有するノウ
ハウや人材を活かして提供する「健康支援プログラム」を登録し、市
町村の希望に沿った実施をコーディネートするしくみをスタートさせ
た。また、同月には「神奈川・食育をすすめる会」等と連携した「か
ながわ食育フェスタ」を開催し、県民の健康づくりに寄与する事業を
進めることができた。

045-210-4786連絡先（電話番号）

所属長評価

　健康寿命の延伸を目指して未病を改善する取組を進め、新たに未病
センターを９か所オープンすることができた。また、「かながわ方式
保健指導」を新たな市町で実施するとともに、「医食農同源」の取組
の推進、口腔ケアによる健康寿命延伸事業などに着手した。
　母子保健の取組としては、妊娠・不妊等に関する正しい知識の普及
啓発や、望まない妊娠等の相談業務などについて、着実に進めること
ができた。
　受動喫煙防止対策については、積極的に施設への戸別訪問を行うと
ともに、５月31日の世界禁煙デーを中心としたキャンペーンを行い、
着実に普及啓発を進めることができた。

　若い世代の女性に向けた未病女子いやしセミナー「おおいにＨｅａ
ｌｔｈｙ＆Ｂｅａｕｔｙ ｉn 大井町」を10月に開催し、女性の健
康・未病課題について普及・啓発を図ることができた。また、11月に
はシンポジウム「『元気な高齢者』をめざす取組みの課題と展望」等
を実施し、健康寿命の延伸をめざした取組みを進めることができた。
　母子保健の取組みとしては、10月に恋愛・結婚・出産・仕事をテー
マにした座談会を開催する等、妊娠・不妊等に関する正しい知識の普
及啓発を図ることができた。
　また、受動喫煙防止対策の取組みとしては、11月にクイーンズスク
エア横浜にて受動喫煙防止のためのイベントを開催し、たばこの健康
への悪影響や神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の普及を
推進することができた。


