
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

（注）常勤職員51名の外、市からの派遣職員10人が配置されております。

（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。

※茅ケ崎保健福祉事務所は、茅ヶ崎市に保健所業務が移管されたことに伴い、平成29年度から平塚保健
福祉事務所茅ケ崎支所になりました。平塚保健福祉事務所茅ケ崎支所では引き続き、社会福祉法の規定
に基づく福祉事務所業務を行っています。

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/div/1583/

所属のホームページ

茅ケ崎保健福祉事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式
所属進行表

茅ケ崎保健福祉事務所長の牧野ゆり子です。

茅ケ崎保健福祉事務所では、主に次の仕事をしています。

・地域保健法の規定に基づく保健所業務

・社会福祉法の規定に基づく福祉事務所業務

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 651,972 158,246 155,773 167,868 166,890 3,190 651,967

維持管理費 25,832 3,780 6,929 5,431 7,128 2,564 25,832

計 677,804 162,026 162,702 173,299 174,017 5,754 677,799

162,492 102,166 158,230 106,950 529,837

324,518 264,868 331,530 280,967 5,754 1,207,636

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

計

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 51 51 51 51

上記以外の職員 18 20 19 18

計（人） 69 71 70 69

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　地域における保健・医療体制の整備

・　地域医療構想の策定（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

・たばこ対策 

（１）県が先進的に取り組んできた受動喫煙防止条例の普及啓発活動に取り組む。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

　650　回 282 206 137 36

850  回 159 268 330 245

（２）海水浴場におけるたばこ対策の着実な推進のため「サザンビーチちがさき」において普及啓発活動に取り組む。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

原則週１回実施
海水浴場閉鎖中の
ため未実施

海水浴場開設期間
中週１回（計８
回）実施

海水浴場閉鎖中の
ため未実施

海水浴場閉鎖中の
ため未実施

開設期間中週１回
（計８回）実施

海水浴場閉鎖中の
ため未実施

海水浴場開設期間
中 計10回実施

海水浴場閉鎖中の
ため未実施

海水浴場閉鎖中の
ため未実施

２　難病対策（数字で表せないもの）

・難病対策の充実（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

３　犬猫等に対するマイクロチップ等所有明示の推進（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

300 247 0 380 29

年間目標
実    績　　　　　　　　　　（単位：施設）　

累計

戸別訪問の実施

項目 実績・進捗状況

・団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向け
て、医療提供体制を整備するため、地域の保健
医療関係団体と協議しながら湘南東部構想区域
の地域医療構想を策定する。

※平成27年度に湘南東部地域医療構想調整部会
を　設置し、地域医療構想の策定に向けて地域
の保健医療関係団体と議論を重ねてきている。

・６月に第５回目の地域医療構想調整部会を開催し、
地域医療構想の素案について協議した。頂いた意見に
ついては今後、構想(案)の作成に向けて、調整を行っ
ていくこととした。

・第５回会議及びパブリックコメントで頂いたご意見
を踏まえ、湘南東部構想区域の地域医療構想(案)を作
成した。９月に第６回会議を開催し、同構想(案)につ
いて協議した。

・第６回会議の意見を踏まえて修正した湘南東部構想
区域の地域医療構想（案）が県保健医療計画推進会議
で了承された。（10月31日神奈川県地域医療構想記者
発表）

・３月に第７回目の地域医療構想調整部会を開催し、
地域医療構想策定後の会議の運営方法について議論し
た。

項目

661

1,002

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

（前年度実績）

海水浴場たばこ対
策の普及啓発活動

（前年度実績）

項目 実績・進捗状況

　難病の患者に対する医療等に関する法律
に基づき、関係機関等が相互の連絡を図る
ことにより、地域における難病患者の体制
整備を行う。

難病対策地域協議会の設置した。(平成28年５月20日）

指定難病患者支援として、集中更新期間中(７月４日～
15日）に相談会を実施した。
７月27日　難病医療講演会（パーキンソン病）開催
８月８日　難病従事者研修の実施
９月７日　難病患者就労支援セミナー・就労相談会の
開催

10月７日　難病リハビリ教室の開催
11月１日　管内における災害時の相互支援のあり方に
ついて（参加者：従事者）
難病対策地域協議会開催にむけて関係機関と調整し
た。

１月30日　難病対策地域協議会の開催

マイクロチップの普及啓発(チラシ配布)に取り組む

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　　（単位：枚）　

累計

普及啓発 656



４　糖尿病クリテイカルパスの普及促進（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

５　生涯を通じた女性の健康づくりの支援～女子力全開ハッピーライフ支援事業

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

8 1 2 2 3
10 3 6 1 3

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

（平塚保健福祉事務所茅ケ崎支所　管理課）

出前講座実施団体 8

（前年度実績） 13

連絡先（電話番号） ０４６７－８５－１１７２

所属長評価

各事業の目標達成に向けて、概ね順調なスタートを切ることができた。　　

各事業の目標達成に向けて、ほぼ順調に進捗している。

各事業の目標達成に向けて、ほぼ順調に進捗している。

各事業の目標達成に向けて、ほぼ順調に進捗している。

各事業の目標達成に加え、収入確保（未集金回収）と経費節減により、
概ね健全な運営ができた。

項目 年間目標
実    績　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

累計

・10月に協議会を開催し、糖尿病と歯周病の医科歯科
連携研修会及び重症化予防プログラムや市町の事業に
ついて、協議した。また、茅ヶ崎市が保健所設置市に
なることに伴い、29年度以降の当協議会の運営のあり
方を報告した。
・10月に「糖尿病・地域連携ニュース№8」を発行し
た。
・11月に看護・薬剤師・栄養分科会合同の研修会を開
催した。
・11月に診療分科会を開催し、２月予定の糖尿病と歯
周病医科歯科連携研修会の内容を協議するとともに、
重症化予防の事業について市町と意見交換した。

・２月に糖尿病と歯周病医科歯科連携推進のための研
修会を開催した。
・３月に協議会を開催し、２月に開催した医師・歯科
医師向け研修会についての報告を行った。また、糖尿
病重症化予防の取組についての意見交換を行った。
・３月に栄養士分科会により、糖尿病患者向けの料理
教室を開催した。
・３月に「糖尿病・地域連携ニュースNo.９、No.10」
を発行した。
・３月に糖尿病連携手帳の使用を促進するため、普及
啓発ポスターとパネルを作成した。

項目 実績・進捗状況

・糖尿病治療の向上を目的に設置した茅ヶ崎寒
川地区糖尿病地域連携クリティカルパス協議会
のメンバーを中心に地域の病診連携強化と医療
関係者のレベル向上への支援を行うと同時に連
携パスの普及啓発に取り組む。

・５月に協議会を開催し、医科歯科連携等のヒアリン
グ結果の報告のほか、今年度の取組等について協議し
た。
・６月に住民向けに糖尿病連携手帳の普及をテーマと
した「糖尿病・地域連携ニュース№7」を発行した。

・８月に診療分科会を開催し、今年度に開催予定の研
修会について協議したほか、国の糖尿病腎症重症化予
防プログラムや市町の事業について紹介し、意見交換
した。


