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第１号様式

所属進行表

小田原保健福祉事務所足柄上センター所長の北原稔です。

当センターは、足柄上地域（南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）を管轄する保

健福祉の広域的・専門的拠点として、主に次の業務を行っています。

・免許申請の受付（医療従事者、栄養士、調理師 等）

・許認可指導（医療機関、飲食店、特定給食施設、理・美容所 等）

・医療費の援助や相談（小児慢性特定疾病医療、指定難病医療 等）

・こころとからだの相談（肝炎検査、歯科検診・歯科保健指導、精神保健福祉相談、

物忘れ・認知症相談、禁煙サポート 等）

・福祉関連の相談（生活保護、女性・母子父子家庭の福祉に関する生活相談、児童相談）

・介護保険関連（事業所の指導）

・食生活の相談（生活習慣病で合併症のある方の相談、栄養表示相談 等）

・食品や生活環境の相談（食品、犬猫、浄化槽の管理指導 等）

・衛生検査（水質検査、検便）

当センターのマスコット

【禁煙金太郎くん】

がん検診普及啓発キャンペーンの風景です たくさんの人に訪れていただきました

ピンクリボン車！

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 40 42 42 42

上記以外の職員 15 15 15 15

計（人） 55 57 57 57

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 467,466 107,781 113,895 122,078 119,271 4,442 467,466

維持管理費 9,478 1,408 2,205 2,732 2,321 812 9,478

計 476,944 109,190 116,099 124,809 121,592 5,253 476,944

118,645 81,180 123,332 83,186 406,343

227,834 197,279 248,141 204,779 5,253 883,287

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



Ⅳ　業務実施状況

１　地域包括ケアシステム及び在宅医療・介護連携の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　地域包括ケアの推進
　（会議、研修会等の開催）

・管内市町の在宅医療・介護連携推進事業の
　支援
　５/26 第１回足柄上地区介護保険主管課連絡
　　　　協議会に出席
　６/20 市町との打合せ会に出席

・会議等を通じ地域の情報交換及び連携強化
  ９/30 県西地区地域包括ケアシステム推進行
  　　　政担当者会議（第１回)開催

・研修会を通じ地域の取組推進の啓発
　12/13 テーマ「安心と信頼を身近な地域で」
        (関係職員対象)  77人

・講演会を通じ地域住民への啓発
　２/８ テーマ「おひとりさまの終活～安心し
　　　　て生まれ、暮らし、最期を迎えるため
　　　　に～」
        (住民対象) 84人
・研修会を通じ地域の取組推進の啓発
　２/14 テーマ「『安心して住み慣れた我が家
　　　　で最期まで』を支えたい！～訪問看護
　　　　と暮らしの保健室の活動から～」
        (関係職員対象)  80人
・会議等を通じ地域の情報交換及び連携強化
  ２/23 県西地区地域包括ケアシステム推進行
  　　　政担当者会議（第２回)開催
  ３/９ 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合同会議　開催
・管内市町の在宅医療・介護連携推進事業の
　支援
　３/15 第１回足柄上地域在宅医療等連携推進
　　　　協議会に出席

実績・進捗状況項目

　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
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。研修等を行い理解
を深め、会議等を通じて関係者との情報交換を進めます。



２　災害時医療対策等の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　地域口腔ケア連携推進事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　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、地域歯科医師・歯科衛生士と共に、病院
の看護職員が行う日常の口腔ケアに関する知識及び技術的な支援（助言、指導、研修）を行います。

項目 実績・進捗状況

　地域口腔ケア連携推進事業

・ベッドサイドにおける口腔ケア助言・指導
　４/28　実施数　４名
  ５/30  実施数　４名
　６/23  実施数  ４名

・ベッドサイドにおける口腔ケア助言・指導
　７/28　実施数　３名
  ８/25  実施数　４名
・院内口腔ケア推進研修
　テーマ：摂食嚥下機能の低下や虚弱を来たし
　た患者への食支援アプローチについて
　第１回：８/31（水）参加者16名
　第２回：９/12（月）参加者16名

結果報告に係るアンケート調査実施

アンケート集計
３/６（月）地域口腔ケア連携推進部会で報告

　災害時に医療救護活動が円滑に進むよう、地域の医療関係者や行政関係者等が情報交換を行う場を
設け情報共有を図るなど、連携強化及び体制整備に努めます。また、災害時に、居宅介護サービス利
用者に係る安否確認情報を市町へ提供する仕組み(「指針」)について、円滑に運用されるよう支援し
ます。

項目 実績・進捗状況

（１）災害時医療救護活動の体制整備

（２）災害時要援護者安否確認にかかる
　　　支援

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　４/25 足柄上地区民生委員児童委員代表者
　　　　会議において「指針」の説明
　５/23 １市５町保健福祉主管課長会議にお
　　　　いて「指針」の説明
　５/23 地域保健師等業務連絡会議において
　　　　災害発生時の保健師活動について説
　　　　明
　５/23 足柄上地域市町防災担当課長会議に
　　　　おいて「地域医療対策会議」への協
　　　　力依頼と「指針」の説明
　６/２ 県・市町介護保険担当者会議におい
　　　　て「指針」の説明

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　７/３ 松田町民生委員児童委員協議会研修会
　　　　において「トリアージ（識別救急）の
　　　　考え方」や「災害時用簡易トイレ」の
　　　　説明及び避難所運営ゲームＨＵＧの実
　　　　施
　８/10 管内保健師研修会で「災害時における
　　　　多職種連携における公衆衛生活動」を
　　　　テーマに講演及び演習を実施

－

・会議等を通じ地域の連携強化及び体制整備
　１/11 「大規模災害時における多職種連携に
　　　　よる公衆衛生活動」をテーマに研修会
　　　　を実施（関係職員対象）88人
　２/28 県西地域災害医療対策会議を開催し、
　　　　県西地域における課題や市町の取組み
　　　　等について協議
・管内居宅介護支援事業所等に協力のお願い
　３/15 管内居宅介護支援事業所等に対し「指
　　　　針」の進捗状況の確認を依頼



４　がん対策の総合的な推進

（１）がん検診受診促進の啓発

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）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

項目

　受動喫煙防止対策の推進

・キャンペーン、講演等の実施
　５/31 街頭キャンペーン（458人）ほか
　　　  計　９件　2,086人
・施設への戸別訪問・指導　143件

・キャンペーン、講演等の実施
　７/３ 夕日の滝びらき（100人）ほか
　　　  計　11件　1,126人
・施設への戸別訪問・指導　 162件

・キャンペーン、講演等の実施
　12/４ 南足柄市健康フェスタ(300人)ほか
　　　 計19件　2,039人
・施設への戸別訪問・指導　 121件

・キャンペーン、講演等の実施
　１/15 大井町産業まつり(150人)ほか
　　　 計11件　979人
・施設への戸別訪問・指導　 174件

　「神奈川県がん対策推進計画」に基づくがん克服のための総合的な対策の一環として、「がんにな
らない取組みの推進」と「がんの早期発見」を進めるため、がん検診の受診促進及び受動喫煙防止対
策の推進に取り組み、健康寿命の延伸を目指します。

　　「がんの早期発見」を進めるため、地域住民等を対象に、がん体験者による講演会やイベントの
　　開催によりがん検診の受診促進の啓発に取り組むとともに、所内の各事業において、事業主に対
　　し従業員のがん検診受診への理解を進めます。

項目 実績・進捗状況

　がん検診受診促進の啓発

・研修、啓発活動等
  ４/14  看護学生セミナー(20人)
　６/９　がん検診普及啓発キャンペーン(82人)
　　　　計  102人

・啓発活動
　９/１   看護学生セミナー(28人)
　９/１　 小田原地区労働衛生大会（170人）
　　　　計　198人

・啓発活動
　11/17 食品衛生講習会（159人）
　11/21 がん検診普及セミナー(27人）
　12/１ 高校生への教育（129人）

・啓発活動
　２/23 食品衛生講習会（80人）
　２/28 食品衛生講習会 (92人）

　　「がんにならない取組み」の一環として、受動喫煙防止条例に基づく啓発・指導を進めるととも
　　に、妊産婦とその家族への禁煙支援を行います。

実績・進捗状況



５　療育等支援事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　介護保険事業所指導

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　家庭訪問や相談などの支援、集団指導、医療費支給を行うことによって、小児慢性特定疾病等で長
期に療養を必要とする児及び保護者に療育上の適切な支援を行い、児の健やかな成長の促進を図りま
す。

項目 実績・進捗状況

　療育等支援事業

所内指導（電話相談・面接等）37件
４/20・６/１・６/30 子ども発達専門相談 16
名
５/20 言語聴覚専門相談 ３名
５/26 医療的ケアを必要とする児の交流会 ９
名

所内指導（電話相談・面接等）65件
家庭訪問　４件
８/３ 子ども発達専門相談 11名
８/19 言語聴覚専門相談 ５名
７/28 医療的ケアを必要とする児の交流会 10
名

所内指導（電話相談・面接等）66件
家庭訪問　５件
10/５・12/７  子ども発達専門相談 15名
11/18 言語聴覚専門相談 ４名
11/10 医療的ケアを必要とする児の交流会９名

所内指導（電話相談・面接等) 33件
家庭訪問 ２件
２/１ 子ども発達専門相談 ８名
２/22 医療的ケアを必要とする児の交流会８名

　介護保険法の適用となるサービス提供事業者を対象とした指導を行うことによって、介護保険給付
対象サービスの質の確保と保険給付の適正化を図ります。

項目 実績・進捗状況

　介護保険事業所指導

実地指導　３事業所（６サービス）
　実施日：６/23・６/29の２日

実地指導　13事業所（29サービス）
　実施日：７/７･15･21･26、
　　　　　８/３･９･22･23･31、
　　　　　９/７･14･29の12日

実地指導　11事業所（22サービス）
　実施日：10/４･13･20･27、11/９･14･17･24、
　　　　　12/２･８･15の11日

実地指導　２事業所（２サービス）
　実施日：１/11、３/６の２日



７　感染症予防対策事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・会議等を通じた情報共有
　６/21　感染症対策会議の開催
  　　蚊媒介感染症（デング熱・ジカ熱等）
 　　 の対応やその他感染症予防対策につい
 　　 て、関係機関と情報共有を行いました。
・感染症出前講座
　６/21　感染症予防研修会
 　　 講演とグループワーク  30人

・疫学調査
　８/２   結核（職場調査の実施）

・会議を通じた情報共有
  11/15 第２回感染症対策会議の開催
　　　　感染症の発生状況や麻疹発生時及び
　　　　季節性インフルエンザ発生時の対応等
　　　　、関係機関と情報交換を行いました。
・感染症出前講座:講演会とグループワーク
　11/２･４   47人　　　　11/13　 17人
・疫学調査
　12/21 インフルエンザ(初発調査・検体採取)

・疫学調査(インフルエンザ集団感染）
  １/11  介護老人保健施設
  １/18  グループホーム
　１/27  身体障害者療護施設

　結核、O157等腸管出血性大腸菌感染症等発生時に、患者及び接触者の積極的疫学調査を行い、感染
経路を究明するとともに、感染拡大を防止し、平時においては感染症予防の普及啓発に努めます。
　また、輸入感染症や新興・再興感染症等の対策及び体制を整えます。

項目 実績・進捗状況

　感染症予防対策事業



８　地域精神保健福祉対策事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

９　生活保護扶助費給付

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　足柄上郡５町で生活保護を必要とされる方に対し、生活保護法に定める保護の決定や必要な支援等
を行います。

項目 実績・進捗状況

　生活保護扶助費給付

・H28年４～６月の給付額：98,464,703円
・H28年６月の決定世帯数：383世帯

・H28年７～９月の給付額：101,320,191円
・H28年９月の決定世帯数：396世帯

・H28年10～12月の給付額：108,537,149円
・H28年12月の決定世帯数：385世帯

・H29年１～３月の給付額：103,771,929円
・H29年３月の決定世帯数：389世帯

　精神科の受診・受療について、適切な助言・支援を行うとともに、精神科病院に１年以上在院して
いる長期入院精神障害者の地域生活への移行に向けた支援体制を整えます。
　また、地域の自殺対策について、関係機関等との連携、普及啓発などの事業を推進します。

項目 実績・進捗状況

　地域精神保健福祉対策事業

・精神科嘱託医による相談
　　６回　相談　12件
・電話及び面接による相談・訪問指導
　　随時　電話・面接　259件　訪問　 20件
・会議等を通じた地域関係者の連携体制強化
　　５/21　精神保健担当者会議の開催

・精神科嘱託医による相談
　　５回　相談　９件
・電話及び面接による相談・訪問指導
　　随時　電話・面接 326件　 訪問　35件
・会議等を通じた地域関係者の連携体制強化
　　８/30 精神保健担当者会議の開催
・研修会
　　９/７ 高齢者のうつ病の理解と対応につい
　　　　　て     54名

・精神科嘱託医による相談
　　７回　相談　７件
・電話及び面接による相談・訪問指導
　　随時　電話・面接 355件　 訪問　19件
・会議等を通じた地域関係者の連携体制強化
　　10/28  地域移行戦略会議の開催
    11/29  精神保健担当者会議の開催
・研修会
　　10/６　ゲートキーパー養成研修　86名

・精神科嘱託医による相談
　　  ６回　相談　６件
・電話及び面接による相談・訪問指導
　　随時　電話・面接 110件　 訪問　12件
・会議等を通じた地域関係者の連携体制強化
　　２/２ 地域精神保健福祉連絡協議会の開催
    ２/28 精神保健担当者会議の開催
・研修会
　　１/20 ゲートキーパー養成研修　23名



10　生活困窮者等の自立支援の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

11　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

239 114 48 60 18

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

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　(単位：件)

監視指導 240

累計

 「神奈川県生活困窮者等の農業訓練・社会参加促進支援事業実施要領」に基づき、未就労や失業等
で社会参加の機会を得られない方を対象に、休耕地を活用した農業訓練を通じ、心身の健康づくりや
社会参加（就労）への支援を行います。

実績・進捗状況

　生活困窮者等の農業体験・社会参加促
　進支援事業

　農場研修とともに地域の梅農家で実習・短期
アルバイトに取り組みました。また、あじさい
祭り（開成町）の剪定ボランティアなど、地域
の社会活動にも積極的に参加しました。
　事業参加者９名

　農場研修とともに地域の梅農家で実習・短期
アルバイトに取り組みました。また、早期就労
を希望する参加者については就労支援員及びハ
ローワークコーディネーターに繋げて、就労支
援を進めています。
　事業参加者10名

　農場研修とともに地域の梅農家で実習に取組
み、現在２名が農家でのアルバイトを継続して
います。また、早期就労を希望する参加者につ
いては就労支援員及びハローワークコーディ
ネーターに繋げて農業以外の就労を開始しまし
た。
　事業参加者12名

　農場研修とともに地域の梅農家で実習に取組
み、現在２名が農家でのアルバイトを継続して
います。また、求職活動を行なっていた参加者
１名がアルバイト収入により就労自立（保護廃
止）となりました。
　事業参加者12名

　食中毒の発生防止のため、食品営業施設等の監視指導及び営業者等に対する講習会を実施します。
　特に大規模な食中毒発生を防止するため、大規模な製造施設、調理施設への監視指導を強化してお
ります。

0465-83-5111連絡先（電話番号）

所属長評価

年間を通じて適正かつ効率的な業務運営を行い、地域の保健衛生・福
祉の向上に貢献することができました。

地域包括ケアの推進、災害対策については、研修会、会議の開催によ
り関係職員の資質向上、地域関係者の情報共有や連携が図られまし
た。
また、生活困窮者等の農業体験・社会参加促進支援事業では、１名が
就労自立（生活保護廃止）につながりました。

感染症対策会議、精神保健担当者会議等を開催し地域関係者との情報
共有や連携が図られました。また、「感染症出前講座」や自殺対策と
して「ゲートキーパー養成研修」等を開催するなど、順調に業務が進
捗しています。

地域包括ケアの推進、災害対策については、会議開催等で関係団体等
との連携が図られました。また、地域口腔ケア連携推進事業は病院看
護職に対する研修を実施する等、各事業とも順調に業務が進捗してい
ます。

地域住民に対して、がん検診の重要性や禁煙への理解を深めるための
普及啓発キャンペーンを実施した他、地域の関係機関等との連携・情
報共有を図るため感染症対策会議等の会議を開催するなど、年間事業
目標の達成に向け順調なスタートを切ることができました。


