
局名 部名

保健福祉局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

※上記のほか、市町村研修派遣職員２名

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

　平塚保健福祉事務所長の南出純二です。当所では以下の仕事をしています。

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f47/

所属のホームページ

平塚保健福祉事務所

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）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

第１号様式

所属進行表

①【保健所としての業務】

管内の市町（平塚市、大磯町、二宮町）や関係機関（医療機関、医師会、歯科医師会等）と連携

し、地域住民の健康や衛生の向上に努めています。

管内(大磯町、二宮町）におけ

る生活保護法、児童福祉法、母

子及び父子並びに寡婦福祉法に

定める援護、育成又は更正の措

置に関する事務を行っています。

②【福祉事務所としての業務】

みんなが、笑顔で元気に

免許申請
医療従事者(医師、薬剤師、看護師

等)、麻薬取扱者、栄養士、調理師、製

菓衛生師、ふぐ包丁師、クリーニング師

教室・つどい
難病・精神

健康相談
母子、歯科、難病、精神、認知症

医療給付申請
小児慢性特定疾患、難病、肝炎等

検査受付
推進検査(井戸水・プール水）、検便、

ＨＩＶ（エイズ）検査

食品・栄養･環境相談
食の安全・安心、動物の飼い方

福祉関連事業
生活保護（相談・給付・支援）、介護保険事務所

などの指導等、母子・女性相談

許可・監視・指導
医療機関、薬局、施術所、飲食

店、食品製造・販売業、理・美

容所、クリーニング所、旅館、

特定給食施設

湘南西地区（平塚市、秦野市、

伊勢原市、大磯町、二宮町）で

働く「ひら(平）りん」「はた（秦）く

ん」です。平塚保健福祉事務所

の主な業務を紹介します。

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 536,330 159,458 89,781 139,844 135,108 11,812 536,003

維持管理費 19,565 3,985 2,340 5,361 7,058 1,148 19,892

計 555,895 163,443 92,121 145,206 142,166 12,959 555,895

178,690 118,452 181,742 122,646 601,530

342,133 210,573 326,947 264,812 12,959 1,157,425

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

計（注２）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 66 66 66 66

上記以外の職員 16 16 16 16

計（人） 82 82 82 82

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　「未病を改善する」取組みの推進

　(1)  働く世代を対象とした生活習慣病予防対策等の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

260 183 34 81 0

－ 50 81 52 44

　(2) がん・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

850 93 294 225 252

850 164 186 272 246

　(3) 女性の健康支援

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

340 86 162 325 31

390 179 211 0 0

２　新たな保健医療体制の構築

　(1) かかりつけ医等の普及啓発

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

350 225 84 31 0

300 32 107 57 136

３　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

3回
110人

１回
77人

１回
47人

１回
19人

  - 回
- 人

  - 回
- 人

  １回
88人

  １回
50人

  - 回
- 人

  - 回
- 人

（前年度実績）

（前年度実績） 390

　感染症の発生予防及びまん延防止に向け、事業所等の感染対策従事者等を対象に感染症予防講習会
等を開催する。

項目
年間目標
（計画）

実  績 　　　 　　　　　（単位：回・人）

累計

開催回数
参加者数

３回
　　143人

参加者数 340

（前年度実績） 332

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

学園祭等での啓発 604

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：人 ）　

累計

参加者数 298

（前年度実績） 227

戸別訪問施設数

  ２回
138人

　生活習慣病予防やメンタルヘルス対策として、働く世代の健康保持・増進を図るため、地域・職域
連携により、事業主や管理者、従業員に向けた健康講座を開催する。

　生活習慣病であるがんの早期発見に向け、市町や事業者と協力してがんに対する理解とがん検診受
診促進のための普及啓発を進めるとともに、受動喫煙防止条例への理解、協力を得るための戸別訪問
を実施する（秦野伊勢原地区を含む）。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

864

（前年度実績） 868

　「かかりつけ医」等について、医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携し、市町健康講座等におい
て普及・啓発を行う。

項目
年間目標
（計画）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

　女性の活躍を支援するために、特に若い女性の健康問題についての気づきの機会や正しい知識を提
供することにより、女性としての健康度ＵＰを図る。



４　高齢者・障害者支援施策の推進、生活困窮者等の自立に向けた支援等の福祉の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　健康危機管理対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

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

①　結核患者延89名に対し服薬支援を、接触
　者延43名に健康診断を実施。
②　食中毒予防のため啓発講習会を７回開催
　（参加者395人）

項目 実績・進捗状況

0463(32)0130連絡先（電話番号）

項目 実績・進捗状況

① 介護保険指定事業者等への実地指導
② うつ病や統合失調症等の患者及び家族
の支援（精神保健福祉相談や家族教室等
の実施）
③ 被保護世帯等の子どもの健全育成のた
めの学習指導の実施（あすなろ教室の開
催）

① ４施設８サービスに対して実施
② 精神保健福祉相談(定例)を９回実施(参加
　者16人)
③ あすなろ教室を12回開催（参加者18人）

① 18施設48サービスに対して実施
② 精神保健福祉相談(定例)を９回実施(参加
　者27人)、家族教室(うつ)を３回開催(参加
　者43人)
③ あすなろ教室を11回開催（参加者延べ24
　人）

① 17事業所49サービスに対して実施
② 精神保健福祉相談(定例)を９回実施(参加
　者23人)、家族教室(統合失調症)を３回開
　催(参加者52人)
③ あすなろ教室を11回開催（参加者延べ23
　人）

① ９事業所25サービスに対して実施
② 精神保健福祉相談(定例)を９回実施(参加
　者19人)、
③ あすなろ教室を12回開催（参加者延べ23
　人）

所属長評価

　各事業とも、目標達成に向けて概ね順調なスタートを切ることができ
た。

　一部の事業で前年度を上回る実績を挙げるなど、順調に業務を遂行
することができた。

① 結核予防対策の推進（患者への服薬支
援、接触者への健康診断の実施、集団感
染防止研修の実施）
② 食中毒予防対策の推進（食中毒予防講
習会の開催、食品関係営業施設への監視
指導の実施）

①　結核患者89名に対し服薬支援を、接触者
　39名に健康診断を実施。
②　食中毒予防のため啓発講習会を11回開催
　（参加者945人）

①　結核患者119名に対し服薬支援を、接触
　者30名に健康診断を実施。
②  食中毒予防のため啓発講習会を10回開催
  （参加者545人）

①　結核患者延122名に対し服薬支援を、接触
　者延28名に健康診断を実施。
②　食中毒予防のため啓発講習会を７回開催
　（参加者293人）

 当初計画目標達成に向け意欲的に各事業に取り組み、概ね計画どお
りに業務を遂行できた。

 年間を通じて、当所計画目標達成に向け意欲的に事業に取り組むこ
とができ、概ね計画どおりの成果を挙げることができた。

　各事業とも、目標達成に向けて概ね順調に業務を遂行することがで
きた。


