
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/cnt/f70259/

所属のホームページ

厚木保健福祉事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

所長の深澤博史です。厚木保健福祉事務所は、地域における

保健・福祉の向上を図るため、次の仕事を行っています。

○ 保健・医療・福祉に係る総合的な企画調整、受動喫煙防止等た

ばこ対策の推進。

○ 健康づくり、母子保健、精神保健福祉の充実、感染症・エイズ対

策の推進。

○ 理・美容所等の環境衛生、飲食店営業等の食品衛生の許認可、

指導監督。

○ 病院・薬局等の許認可及び指導監督、介護保険事業者への運

営指導。

○ 生活保護・児童・母子・寡婦世帯に対する相談・助言等の援助。

担当区域は、厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村で

す。（保健・医療及び福祉施策の総合的な企画調整等は大和市

及び

綾瀬市を、受動喫煙防止対策は相模原市を含みます。)
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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 609,977 143,041 154,656 194,925 116,233 1,051 609,906

維持管理費 14,482 1,914 3,204 3,112 4,660 1,474 14,364

計 624,459 144,955 157,860 198,037 120,893 2,525 624,269

202,480 135,514 208,322 139,661 685,976

347,435 293,373 406,359 260,553 2,525 1,310,246

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 68 72 71 72

上記以外の職員 25 26 25 25

計（人） 93 98 96 97

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　歯の健康づくり事業の推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累　計

10回 3 4 3 1 11回

300人 182 301 262 50 795人

２　感染症対策の推進と措置入院者の退院支援

　(1)　DOTS（直接服薬確認療法）の実施

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累　計

32回 8 7 9 9 33回

30回 4 9 7 10 30回

 （2） 措置入院者の退院支援

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累　計

50人 15 17 13 9 54人

45人 7 9 11 9 36人

400回 118 131 172 168 589回

３　食中毒予防対策の推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累　計

131件 54 43 39 8 144件

132件 51 40 51 8 150件（前年度実績）

年間目標
（計画）

実　　績

　　　措置入院を繰り返さないために、入院中から患者・家族支援、医療・福祉サービスの導入、関
　　係機関との調整を図り、退院後安心して在宅生活ができるよう支援します。

　　大規模な食中毒の発生を防止するため、大規模製造・大規模調理施設について監視指導を実施し
　ます。

監視指導件数

項目
年間目標
（計画）

実　　績（延数）

措置入院者数(推定）

措置入院者のうち支援対象者数

支援回数（電話、面接、カン
ファレンス、訪問等）

開催状況
（単位：回）

年間目標
（計画）

実　　績

　　　結核服薬支援のためのDOTS(直接服薬確認療法)とDOTSカンファレンスを実施し、治療自己中断
　　者をなくします。

開催状況
（単位：回数、人）

年間目標
（計画）

実　　績

事業等実施回数

　　県民の歯の健康の保持を推進するため、市町村から依頼された健康教育や歯科医師会のイベント
　等において、「健口かながわ５か条」を積極的に普及・啓発します。

普及者数

DOTSカンファレンス開催回数

（前年度実績）

監視指導
（単位：件）



４　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

５　特定給食施設における災害対策支援 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　第７回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開
催し、地域医療構想の推進に向けて、会議の運営方法、病床整備に関
する事前協議等について議論しました。

地域医療構想の策
定

項目 実績・進捗状況

　第５回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開
催し、神奈川県地域医療構想［県央構想区域の将来の医療体制に関す
る構想］（素案）について議論し、了承されました。

　第６回県央地区保健医療福祉推進会議　地域医療構想調整部会を開
催し、神奈川県地域医療構想［県央構想区域の将来の医療体制に関す
る構想］（案）について議論し、了承されました。

　県央構想区域の将来の医療体制に関する構想を含む神奈川県地域医
療構想が策定されました。

　　2025年を見据えて、県央地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進するた
　めに、関係機関と地域医療構想(県央版)の策定に取り組みます。

項目 実績・進捗状況

・７か所の特定給食施設及び
市町村の管理栄養士と協議・
検討し、現状把握のための調
査を実施

・調査結果を踏まえ、自助の
強化を推進するための方策や
平常時の準備のあり方につい
て提案

　地域食生活対策推進協議会の部会を設置しました。
　また、８月２日の部会開催に向けて、現状把握のため
の調査方法等を検討するために必要な資料を作成しまし
た。

　８月２日及び９月23日に部会を開催し、３食提供特定
給食施設等における災害時の食糧等備蓄に関する調査の
項目及び災害時に給食提供を継続するための平常時から
の準備のあり方について検討し、案を作成しました。

　災害時の食糧等備蓄に関する調査を管内対象99施設に
実施し、結果を集計しました（回答率92.9％）。また、1
月に開催する地域食生活対策推進協議会に向けて、協議
に必要な資料を作成しました。

　１月31日に地域食生活対策推進協議会を開催し、調査
結果の報告を行ないました。また、部会で作成した「災
害時に給食提供を継続するための平常時からの準備のあ
り方（案）」について検討、当協議会からの提案として
完成したものを各施設に送付しました。

　　三食を提供する特定給食施設等は、被災しても給食利用者の体調を維持するための給食継続が必
　要です。施設の備えの現状を把握し、平常時からの備蓄等のあり方について提案します。



６　周産期からの児童虐待予防のためのネットワーク体制の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

７　生活保護世帯の自立支援の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

・産科医療機関及び市町村に
対して、現状、課題を明らか
にするための調査を実施

・調査結果を産科医療機関及
び市町村に示して課題につい
て検討し、更なるネットワー
ク体制の推進を図る

　３年間の事業実績をまとめ、調査の方法を検討しまし
た。

　事業実績のまとめを行いました。また、産科医療機関
及び市町村に対してヒアリング及び意識調査を実施中で
す。

生活保護世帯の自
立支援の推進

　就労支援プログラムに沿って、就労支援員により８人に求職等支援
を行い３人が就職、社会参加活動等支援として町内美化活動等を実施
し22人が参加しました。
　小学４年～中学３年を対象とした学習支援の新たな委託先を決定し
て６/15より開始し、毎週13人前後が参加しました。自立相談支援事業
所と連携し、生活困窮者を対象とした学習支援の受入方法を確立しま
した。
　外国籍被保護者に対し、引き続き日本語教室の開催、通訳派遣によ
り支援を行いました。

　就労支援プログラムに沿った就労支援員による支援により４名が就
職、９月末現在で11人に求職等支援を実施しています。また、社会参
加活動等支援として、ハローワークの協力により就職準備セミナーを
実施し、16人が参加しました。
　学習支援は生活困窮者を含む18人を受け入れ、勉強会を11回実施
し、延べ136人が参加しました。また、７月にはデイキャンプを実施し
ました。
　外国籍被保護者に対し、引き続き日本語教室の開催、通訳派遣によ
り支援を行いました。

　就労支援プログラムに沿った就労支援員による支援により４名が就
職し、今年度の就職者数は延べ12名となっています。また、12月末現
在で17名に求職等支援を実施しています。
　学習支援は生活困窮者を含む19人を受け入れ、勉強会を11回実施
し、延べ132人が参加しました。また、11月には居場所づくりとしてレ
クレーション、12月には中学生の勉強合宿を実施しました。
　外国籍被保護者に対し、引き続き日本語教室の開催、通訳派遣によ
り支援を行いました。

　就労支援プログラムに沿った就労支援員による支援により４名が就
職し、今年度の就職者数は延べ16名。第４四半期は11名に求職等支援
を実施し、28年度の支援対象者は27名、支援回数は110回でした。
　学習支援は生活困窮者を含む18人が参加、勉強会を10回実施し、延
べ95人が参加しました。また、居場所づくりとして調理実習を実施し
ました。
　外国籍被保護者に対し、引き続き日本語教室の開催、通訳派遣によ
り支援を行いました。

　産科医療機関及び市町村に対するヒアリング及び意識
調査の実施結果を実務担当者会議で報告し、関係機関と
課題を共有しました。

　ヒアリング及び意識調査結果から、産科医療機関と市
町村との連絡、及び報告がスムーズに行われ、児童虐待
の早期把握、対応につながったことが評価されました。
一方、支援の質に対する評価が今後の課題であることが
認識されました。これらのことについて、母子保健委員
会で報告し、関係機関と共有しました。

    乳児期の虐待予防を目的として、産科医療機関及び市町村の連携強化を図るためのネットワーク
　体制を推進しています。体制の構築から３年経過した中で、現状と課題について明らかにし、更な
　る体制の推進を図ります。



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

　特定給食施設における災害対策支援として、災害時に給食提供を継
続するための平常時からの準備のあり方を関係団体等と協議してとり
まとめるなど、着実に取り組みを進めることができました。

　年間を通じて計画的に事業を実施することにより、多くの項目で目
標を達成し、地域の保健衛生・福祉の向上に貢献することができた。

　特定給食施設における災害対策支援では部会を開催し、周産期から
の児童虐待予防のためのネットワーク体制の推進においてはヒアリン
グや意識調査を実施するなど、各事業を計画的に推進し、目標達成に
向けて着実に取組みを進めることができました。

046-224-1111連絡先（電話番号）

所属長評価

　第１四半期は、生活保護世帯の自立支援の推進など、着実に事業を
開始したもののほか、その他の事業も目標達成に向けて順調にスター
トさせることができました。

　歯の健康づくり事業や食中毒予防対策では実施件数等が年間目標を
上回り、地域医療構想も策定されるなど、成果が認められました。そ
の他の項目においても、目標達成に向けて着実に取組みを進めること
ができました。




