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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

第１号様式

所属進行表

小田原保健福祉事務所長の長岡正です。

小田原保健福祉事務所では、主に次の仕事を行っています。

１ 母子保健、女性の健康、がん対策、歯科保健、栄養・食生活に関する相

談、普及啓発を行っています。

２ 感染症、エイズ、認知症、難病、精神保健福祉に関する相談、普及啓発を

行っています。

３ 生活保護、女性・母子家庭の福祉に関する相談、支援を行っています。

４ 飲食店等食品関係の営業施設、理容所、美容所、クリーニング所、旅館、

薬局、温泉の掘削・利用等に関する許可手続、相談を行っています。

５ 病院・診療所・施術所の開設・変更等に関する各種手続、受動喫煙防止

の推進に向けた戸別訪問・普及啓発、介護保険事業所指導、医師・看護師・

薬剤師・栄養士等の免許申請手続を行っています。

所属長の写

真・イラスト

など（必須）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 79 81 81 81

上記以外の職員 13 13 13 13

計（人） 92 94 94 94

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 1,045,111 248,141 256,788 275,764 261,455 2,963 1,045,111

維持管理費 11,991 1,920 2,392 2,423 4,208 1,047 11,991

計 1,057,102 250,061 259,181 278,187 265,664 4,010 1,057,102

192,682 148,430 224,426 152,592 718,130

442,743 407,610 502,613 418,256 4,010 1,775,233

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



Ⅳ　業務実施状況

１　地域包括ケア・在宅医療の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　保健医療福祉の推進・地域医療構想の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　地域の特性に応じた課題の解決に向けた取組みの方向性を示す「県西地区地域保健医療推進指針」
を踏まえ、「県西地区保健医療福祉推進会議」において県西地区の保健医療福祉の推進に係る事項を
協議します。また、県保健医療計画において定めることとされた地域医療構想の策定にあたり、地域
の保健医療関係者等の意見を幅広く反映させることを目的とする「県西地区保健医療福祉推進会議地
域医療構想調整部会」において構想策定に向けた議論を行います。

項目 実績・進捗状況

（１）県西構想区域地域医療構想の策定
（２）県西地区保健医療福祉推進会議
　　　の開催
（３）地域医療構想調整部会の開催

第５回地域医療構想調整部会を開催しまし
た。また、パブリックコメント募集に向けて
の準備を行いました。

第６回地域医療構想調整部会を開催し、県西
構想区域の地域医療構想策定に向けた最終の
とりまとめをしました。

県西構想区域の地域医療構想を策定しまし
た。

第７回地域医療構想調整部会及び県西地区保
健医療福祉推進会議を開催し、保健医療福祉
の推進に係る事項について協議しました。

　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
との連携・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。

項目 実績・進捗状況

（１）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の開催
（２）研修・講演会等の実施
（３）県西地区地域包括ケアシステム
　　　推進行政担当者会議の開催

講演会・研修会の開催に向けた調整を行いま
した。

県西地区地域包括ケアシステム推進行政担当
者会議を開催しました。

専門家向け研修会を開催しました。

一般向け講演会と専門家向け研修会を開催し
ました。また、行政担当者会議と協議会を開
催しました。



３　災害医療対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　「未病の改善」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
50 4 19 12 20

9 12 13 20
普及啓発活動 55
（前年度実績） 54

　県西地域県政総合センター等と連携を図りながら、あらゆる機会を捉えて、「未病の改善」を広く
ＰＲし、賛同と参画を呼びかけます。

項目 年間目標
実績 （単位：回）

累計

　地域の医療関係者や行政関係者等が情報を共有し、連携して災害時の医療救護対策に取り組みま
す。また、県と市町の保健師が連携し、各市町の進捗状況に応じた災害時の要援護者支援に係る保健
師活動に取り組むとともに、市町等の各種マニュアルと「大規模災害時における保健福祉事務所・セ
ンター保健師活動マニュアル(県保健師部課長会作成)」との整合性を図ります。

項目 実績・進捗状況

（１）県西地域災害医療対策会議の開催
（２）情報収集、情報提供及び研修等の
　　　実施
（３）災害時要援護者支援対策に係る
　　　情報収集、検討
（４）１市３町への個別支援と保健福祉
　　　事務所の体制の構築

熊本地震への派遣支援保健師による報告会を
行いました。また、災害時保健師活動（部会
活動）として10回の活動を行いました。

県西地域災害医療対策会議研修会開催に向け
て準備をしました。また、災害時保健師活動
（部会活動）として市町との打合せを４回行
いました。

新型インフルエンザ等対策のために、「実動
訓練」「情報伝達訓練」「本部運営訓練」を
実施しました。また、県西地域災害医療対策
会議研修会開催に向けて引き続き準備をしま
した。さらに、災害時保健師活動（部会活
動）として市町との打合せを８回行いまし
た。

県西地域災害医療対策会議研修会を開催しまし
た。また、県西地域災害医療対策会議及び県西
地区地域医療体制対策会議を開催しました。さ
らに、災害時保健師活動（部会活動）として市
町との打合せを１回行ったほか、保健師活動検
討部会及び担当者連絡会議を開催しました。



５　受動喫煙防止対策の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20 6 3 3 3

8 3 3 8

30 8 8 22 11
10 10 15 7

６　地域・職域連携による健康づくりの推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
13 1 4 5 6

0 0 6 5

７　地域口腔ケアの連携推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　若い世代へのがん検診受診勧奨の取組み

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

485 47 254 78

494 24 108 95

普及啓発活動 管内５箇所医
療系学校に普

及啓発（前年度実績） 721

864

　20歳から受診が可能な市町の子宮頸がん検診について、管内の大学、看護専門学校等教育機関と連
携してがん検診普及啓発セミナーを実施し、若い世代に命の大切さを伝え、がん検診受診の動機づけ
を行います。

項目 年間目標
実績 （単位：人）

累計

項目 実績・進捗状況

研修会の開催及びベットサイドでの口腔
ケア支援の実施等

ベットサイドでの口腔ケア支援を歯科医師会
の協力を得て、４月から月１回実施しまし
た。（３回）

ベットサイドでの口腔ケア支援を歯科医師会
の協力を得て、月１回実施しました。（３
回）
看護職員等を対象にした研修会を２回（８月
４日,９月21日）開催しました。

モデル病院の看護師、看護師長及び歯科医師
会に対して、事業評価のためのアンケート調
査を実施しました。（10月）

歯及び口腔の健康づくり推進委員会（１月19
日開催）において、口腔ケアの地域連携や、
普及定着に向けた検討を行いました。

関係団体・事業所 16
（前年度実績） 11

　病院を起点とした地域口腔ケア連携推進のため、地域歯科医師会の協力を得ながら、モデル病院の
看護職員等向けに口腔ケアに関する技術的支援等を行います。

（前年度実績） 42

　地域・職域保健に係る関係団体や事業所に引き続き積極的にアプローチし、市町とともに働く人の
健康づくりに役立つ事業を推進します。

項目 年間目標
実績 （単位：箇所）

累計

普及啓発活動
（事業者向け）

15

（前年度実績） 22

普及啓発活動 49

項目 年間目標
実績 （単位：回）

累計

　受動喫煙防止条例の周知を継続して徹底し、受動喫煙防止の着実な実現を図ります。



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

10　新興・再興感染症への対応

地域における感染症対策の中核機関として、情報の収集・分析・提供等に努めるとともに、発生予
防、拡大防止に向けた体制整備を推進します。

項目 実績・進捗状況

連絡会議の設置及び調査、訓練等の実施

蚊媒介感染症予防指針に基づき、蚊の生息調
査を実施するため関係機関と事前調整し、６
月16日に初回調査を実施しました。
蚊媒介感染症等に関する情報共有や円滑な対
応を進めるため、６月27日に感染症対策連絡
会議を開催しました。

蚊の生息調査を、月１回、小田原市上府中公
園で継続実施し、結果は６月 125匹、７月 23
匹、８月 84匹を採取し、ウイルス保有蚊は無
しでした。また、高齢者に関わる介護職員を
対象とした感染症対策研修会を企画しまし
た。

高齢者施設を対象に研修会を開催するととも
に、新型インフルエンザ対策のため、医療機
関、関係各課と協働し実動訓練を実施しまし
た。

社会福祉施設等での感染症の発生に対し、蔓
延防止の指導を行うとともに、所内職員を対
象にPPE（個人用防護服）訓練を実施しまし
た。企画調整課が開催する地域医療体制対策
会議に参画し、関係機関との連携を図りまし
た。

保健・医療・福祉等関係機関と連携し、妊娠・出産に関する適切な情報提供ができる体制整備を図る
とともに、妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発を行います。

項目 実績・進捗状況

講演会の開催及び関係機関との研修・検
討の場の設定

-

・障害者支援センターを利用している20～30
歳代の当事者に対して、妊娠・出産に関する
正しい知識についての講演を行いました。(７
月16日)
・障害者支援施設等の職員に対して、妊娠・
出産に関する正しい知識についての講演・グ
ループワークを行いました。(９月16日)

・母子保健福祉委員会部会を開催しました。
(10月５日)
・箱根中学校、箱根の森小学校で健康教育を
実施しました。(10月31日、12月２日)
・高校の養護教諭との連携を目的に、思春期
保健研修会を開催しました。(11月28日)

・母子保健福祉委員会・公開講座を開催しま
した。(３月13日)
・仙石原小学校、湯本小学校で健康教育を実
施しました。(２月１日、３月８日)
・小田原市立病院と母子保健担当者との連絡
会を開催しました。(２月20日)

９　妊娠期から出産期まで「切れ目のない支援」の取組み



11　新たな難病対策への対応

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

12　生活保護受給者に対する就労支援の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100 43 8 4 5
64 13 6 14

44 8 5 5 3
11 5 12 6

13　旅館等の入浴施設におけるレジオネラ症発生防止対策の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

252 79 77 102 77

50 109 54 37

63 19 22 29 4

16 15 23 20

14　薬物乱用防止の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5 0 1 7 0

0 1 5 1

薬物乱用防止教
育・啓発の実施

8

（前年度実績） 7

（前年度実績） 74

　薬物乱用防止を推進するため、学校等において児童・生徒などに対する薬物乱用防止教育・啓発を
積極的に行います。

項目 年間目標
実績 （単位：回）

累計

監視指導
(旅館)

335

（前年度実績） 250

監視指導
(公衆浴場)

74

（前年度実績） 34

　全国有数の温泉地である箱根や湯河原を抱える管内には、旅館や日帰り温泉等の入浴施設が多数あ
り、レジオネラ症発生防止のための衛生管理対策がきわめて重要となっていることから、引き続き施
設に対して一斉監視指導を実施し、事故防止に努めます。

項目 年間目標
実績 （単位：施設）

累計

就労支援者 60
（前年度実績） 97
就労開始・増収者 21

　稼動能力を有した生活保護受給者が引き続き増加していることから、早期の就労による自立に向け
て、継続してハローワークと連携し、集中的かつ切れ目のない支援を積極的に行います。

項目 年間目標
実績 （単位：人）

累計

　平成27年１月１日から施行された「難病法」では、医療費助成対象疾患(指定難病)は306疾病と拡
大し、対象患者のニーズも多様化しているため、難病対策地域協議会を設置し地域課題や今後の難病
対策の方向性を検討し、難病患者の支援体制の整備を図ります。

項目 実績・進捗状況

協議会の設置及び地域課題、今後の難病
対策の検討と支援体制の整備

神経難病患者の支援体制を整備のため、6月30
日神経難病ネットワーク検討会を開催し、重
度訪問介護制度について関係機関と患者を交
え実施上の課題と情報共有を行いました。

神経難病患者への支援体制整備のため、介護
支援専門員に対するアンケート調査を行いま
した。また、難病対策協議会の設置に向けて
足柄上センターと検討を行いました。

難病支援に係る従事者のスキルアップのため
従事者研修を実施するとともに、関係機関と
調整を図り難病対策地域協議会を設置しまし
た。

２月23日第１回難病対策地域協議会を足柄上
センターと共同開催し、難病患者を取り巻く
課題について検討しました。また、患者支援
のためガイドブックを作成しました。



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

307 81 69 58 116

320 89 73 126 44

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

温泉事業者等に対する適切な助言・指導

火山性ガスの濃度による立入規制区域の立入
基準が緩和され、メンテナンスできなかった
温泉設備の修理が始まりましたが、温泉供給
の回復に至っていないため、引き続き適切な
助言・指導を行いました。

温泉設備の修理が進んで、供給量も回復しつ
つありますが、供給停止したエリアの回復に
は至っていないので、引き続き適切な助言・
指導を行いました。

温泉の供給停止したエリアの一部で供給が再
開し、供給量の減少したエリアも回復しつつ
あるので、引き続き適切な指導・助言を行い
ました。

温泉の供給停止したエリアの一部再開、供給量
の減少したエリアも回復しつつあるも、温泉設
備の復旧が進まないため、全面回復に至ってい
ないので、引き続き適切な指導・助言を行いま
した。

（前年度実績） 332

16　大涌谷の火山活動に伴う温泉事業者への適切な対応

　箱根山の噴火活動の活発化により、一部の地域で温泉の供給停止や供給量が減少しているが、その
回復について、温泉事業者等への影響が大きいことから、町や関係機関からの情報収集等に努め、温
泉事業者等が適切に対応できるよう助言・指導を行います。

項目 実績・進捗状況

監視指導件数
(単位：件)

324

　食品にかかる事故が発生した場合に影響の大きい大規模製造及び大規模調理施設に対し、ＨＡＣＣ
Ｐ導入型基準による衛生管理の推進を指導します。（対象施設数：144）

項目 年間目標
実績

累計

15　大規模製造・調理施設等の衛生管理の徹底



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

0465（32）8000　内線3215連絡先（電話番号）

所属長評価

　災害医療対策を推進するため、熊本地震への派遣支援保健師による
報告会を行いました。また、災害時保健師活動(部会活動)として10回
の活動を行いました。
　蚊媒介感染症予防指針に基づき、蚊の生息調査を実施するととも
に、蚊媒介感染症に関する情報共有や円滑な対応を進めるために感染
症対策連絡会議を開催しました。
　入浴施設におけるレジオネラ症発生防止対策を推進するため、管内
の旅館や日帰り温泉等に対し監視指導を実施しました。
　当期の事業経費の支出額は再配当額の約22％で、予定の範囲内の経
費で業務を運営しています。

　受動喫煙防止対策を推進するため、講習会等において、参加者向け
に受動喫煙防止条例を周知するチラシやグッズの配布を行いました。
　難病に対する難病支援にかかる従事者のスキルアップのため従事者
研修を実施するとともに、関係機関と調整を図り難病対策地域協議会
を設置しました。
　薬物乱用防止を推進するため、地域の祭りや駅前でのキャンペーン
に参加しました。また、定時制高校の文化祭においてブースを設置
し、高校生向けに薬物乱用防止のＤＶＤを放映する等の教育啓発活動
を行いました。
　当期の事業経費の支出額は再配当額の約70％で、予定の範囲内の経
費で業務を運営しています。

　災害医療対策を推進するため、県西地域災害医療対策会議研修会や
県西地域災害医療対策会議等の開催に加えて、災害時保健師活動（部
会活動）として市町との打合せを１回行いました。
　妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発の取組みとして、仙石原
小学校、湯本小学校での健康教育や、小田原市立病院と母子保健担当
者との連絡会を実施しました。
　食品にかかる事故が発生した場合、影響の大きい大規模製造及び大
規模調理施設への衛生管理を推進するため、監視指導を行いました。
　当期の事業経費の支出額は再配当額の約95％で、予定の範囲内の経
費で業務を運営しています。

　各業務とも、継続的な取り組みを進めた結果、多くの事業で目標を
達成することができました。事業経費が当初の配当額を下回っている
ことを考えると、事業を効率的・効果的に実施することができたと考
えています。

　県西構想区域の地域医療構想の策定にあたり、第６回地域医療構想
調整部会を開催し、最終の取りまとめをしました。
　未病の改善を広くＰＲし、賛同と参画を呼びかけるため、県西地域
県政総合センターと連携を図り、講習会や学生オリエンテーション、
戸別訪問時に未病リーフレット等の配布を行いました。
　看護専門学校と連携してがん普及啓発セミナーを実施し、がん患者
の体験談を通じて若い世代に命の大切さを伝え、子宮頸がん検診への
動機付けを行いました。
　妊娠期から出産期までの切れ目のない支援に取組むため、障害者支
援センターの利用者や障害者支援施設等の職員に対して、妊娠・出産
に関する正しい知識についての講演・グループワークを行いました。
　当期の事業経費の支出額は再配当額の約45％で、予定の範囲内の経
費で業務を運営しています。


