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第１章第１章第１章第１章     総総総総                説説説説    
 

 

第１節第１節第１節第１節    保健福祉部の沿革保健福祉部の沿革保健福祉部の沿革保健福祉部の沿革 

 

 

第２節第２節第２節第２節    保健福祉部の機構と業務内容保健福祉部の機構と業務内容保健福祉部の機構と業務内容保健福祉部の機構と業務内容 

        １．職員の状況 

        ２．組織及び業務 

    ３．健康相談、ディケア日程表 

 

 

第３節第３節第３節第３節    管内の概況管内の概況管内の概況管内の概況 

        １．管内市町面積・世帯数・人口 

        ２．管内略図 

        ３．管内人口の推移・管内人口ピラミッド 

 ４．福祉の概要(福祉事務所) 

  ５．保健衛生の概要(保健所) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  参 考 

     本紙の頭注（右上欄）に調査年月日が記入されていないものには、平成１３年度実

績及び平成１４年３月３１日現在数を示し、数表の記号は次のような場合に使用しま

した。 

 

該当数字のない場合       ― 

 

         調査項目のありえないもの  

及び調査しなかった場合 

 



 

第２章第２章第２章第２章        経営支援グループ経営支援グループ経営支援グループ経営支援グループ 

 
 

第１節第１節第１節第１節    人口動態統計人口動態統計人口動態統計人口動態統計    

 
        １．人口動態総覧（数） 

        ２．人口動態総覧（率） 

        ３．市町別・性別・出生体重区分別出生数 

        ４．母の年齢別・出生順位別出生数 

    ５．市町別・主要死因別死亡者数 

        ６．市町別・主要死因別死亡率 

       ７．市町別・性別・悪性新生物部位別死亡者数 

 

 

第２節第２節第２節第２節    民生･児童委員等配置状況民生･児童委員等配置状況民生･児童委員等配置状況民生･児童委員等配置状況    

 
       １．民生･児童委員 

      ２．身体障害者、知的障害者相談員 

 

 



第３章第３章第３章第３章        生活支援グループ生活支援グループ生活支援グループ生活支援グループ 

 
 

第１節第１節第１節第１節    社会福祉施設等の整備状況社会福祉施設等の整備状況社会福祉施設等の整備状況社会福祉施設等の整備状況 

        １．社会福祉施設の整備状況（市・町別） 

        ２．平成14年度施設整備計画 

第２節第２節第２節第２節    生活保護生活保護生活保護生活保護 

        １．保護の状況 

        ２．保護の動向 

第３節第３節第３節第３節    知的障害者福祉知的障害者福祉知的障害者福祉知的障害者福祉 

        １．療育手帳所持者の状況 

        ２．知的障害者施設の状況 

（１）知的障害者更正施設 

（２）知的障害者通所授産施設 

（３）グループホーム 

（４）生活ホーム 

（５）施設措置状況 

    ３．心身障害者小規模作業所 

    ４．心身障害児（者）施設地域療育事業 

第４節第４節第４節第４節    身体障害者福祉身体障害者福祉身体障害者福祉身体障害者福祉 

    １．身体障害者手帳所持者の障害別状況 

        ２．身体障害者福祉施設 

        ３．特別障害者手帳受給者数等の状況 

第５節第５節第５節第５節    高齢福祉高齢福祉高齢福祉高齢福祉 

１． 介護保険 

（１）介護保険運営の指導 

（２）サービス基盤状況 

（３）介護保険審査会の開催状況 

    ２．高齢福祉事業 

（１）高齢者福祉事業実施状況 

（２）在宅介護支援センター設置状況 

第６節第６節第６節第６節    精神保健福祉対策事業精神保健福祉対策事業精神保健福祉対策事業精神保健福祉対策事業 

       １．精神障害者地域生活支援事業 

          (1) 精神障害者保健福祉手帳交付事業 

         (2) 精神障害者保健福祉相談指導事業 

       ２．精神障害者社会復帰推進事業 

          (1) 精神障害者社会参加支援事業 

          (2) 精神障害者共同（小規模）作業所運営費補助事業 

          (3) 精神障害者社会復帰施設運営費補助金 

(4) 長期在院患者の療養体制整備事業運営費補助金 

(5) 精神障害者通院患者リハビリテーション事業 

       ３．精神保健医療対策事業 

          (1) 通院医療事務 

          (2) 精神保健措置事業 

          (3) 疾患別措置入院者の状況 

第７節第７節第７節第７節    難病対策関係事業難病対策関係事業難病対策関係事業難病対策関係事業 

       １．難病在宅ケア事業 

       ２．肝疾患対策事業 

       ３．特定疾患治療研究事業 

       



 

第４章第４章第４章第４章    子育て支援グループ子育て支援グループ子育て支援グループ子育て支援グループ 

 
 

第１節第１節第１節第１節    児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉    

１． 保育所 

２． 児童福祉施設(保育所を除く) 

３． 相談状況 

          (1) 相談経路別件数  

          (2) 児童虐待防止会議開催状況 

       (3) 市町別相談件数  

 

第２節第２節第２節第２節    母子保健関連事業母子保健関連事業母子保健関連事業母子保健関連事業 

        １．母子保健対策事業 

(1) 未熟児訪問事業 

(2) 虐待予防ケア事業  

(3) 地域改善地区妊婦・乳児健康診査事業 

 

       ２．母子医療対策事業   

          (1) 育成医療 

          (2) 養育医療 

          (3) 小児慢性特定疾患治療研究事業 

 

  ３．母子及び寡婦福祉法 

  （１）母子寡婦福祉資金貸付決定状況 

 
 



 

第５章第５章第５章第５章        計画調整グループ計画調整グループ計画調整グループ計画調整グループ 

 
 

第１節第１節第１節第１節    各種研修各種研修各種研修各種研修 

        １．地域保健関係職員研修 

（１）保健師一次研修 

（２）新任保健師の現場指導 

（３）地域保健関係職員研修会（管内保健師研修会を含む） 

 

第２節第２節第２節第２節    保健師業務概要保健師業務概要保健師業務概要保健師業務概要 

        １．保健師設置状況 

        ２．実習生指導 

 

第３節第３節第３節第３節    健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり 

１． ヘルシーピープルみえ・２１ 
２． 健康食環境整備事業 

  (1) 食育推進事業 

  (2) 歯科保健 

 

第４節第４節第４節第４節    保健栄養保健栄養保健栄養保健栄養    

       １．県民栄養指導体制整備事業 

           (1) 栄養改善指導実施状況 

           (2) 食生活改善地区組織活動の育成 

           (3) 管内市町栄養士研修 

           (4) 地域活動栄養士研修 

   (5)  地域栄養管理ネットワーク研究会 

    (6)  集団給食施設指導 

(7) 高齢者食生活支援事業 

 



第６章第６章第６章第６章    健康増進グループ健康増進グループ健康増進グループ健康増進グループ    
 

 

第１節第１節第１節第１節    医務医務医務医務 

        １．市町別医療関係施設数 

        ２．市町別病院病床数 

        ３．管内医療従事者数 

          各種免許申請・交付状況（経営支援Ｇ） 

 

第２節第２節第２節第２節    結核予防結核予防結核予防結核予防 

        １．管内結核登録患者の状況 

          (1) 新登録患者数（活動性分類、性別、年齢階級別） 

         (2) 平成13年末現在登録者数（活動性分類、受療状況別） 

          (3) 市町別結核登録患者の状況 

         (4) 市町別結核新登録患者の状況 

       ２．結核検診実施状況  

        ３．市町別一般住民結核健康診断実施状況 

        ４．結核診査協議会における結核医療診査状況  

         (1) 被保険者別申請状況（34条のみ） 

           (2) 結核予防法第35条申請診査件数 

    ５．結核診査協議会委員名簿（順不同） 

 

第３節第３節第３節第３節    感染症予防感染症予防感染症予防感染症予防 

        １．感染症予防 

           (1) 二類・三類感染症発生状況 

          (2) 二類・三類感染症対策検査実施状況 

      ２．エイズ予防事業 

         (1)  エイズ対策促進事業 

         (2)  エイズ採血検査、電話相談者数 

        ３．予防接種 

(1) 市町別予防接種実施状況   

  

第４節第４節第４節第４節    原子爆弾被爆者援護原子爆弾被爆者援護原子爆弾被爆者援護原子爆弾被爆者援護 

    １．被爆者医療 

          (1)  原爆被爆者健康診断実施状況 

(2) 各種手当支給状況 

(3) 被爆者がん検診 

 

第５節第５節第５節第５節    巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談 

       １．巡回検診 

(1) 開設状況 

(2) 実施内容及び利用者数 

 

第６節第６節第６節第６節    献血推進献血推進献血推進献血推進 

        １．市町別献血状況（場所別） 

 

第７節第７節第７節第７節    骨髄バンク事業骨髄バンク事業骨髄バンク事業骨髄バンク事業



 

第７章第７章第７章第７章        衛生指導グループ衛生指導グループ衛生指導グループ衛生指導グループ 

 
 

第１節第１節第１節第１節    食品衛生食品衛生食品衛生食品衛生 

       １．食品関係施設数及び監視状況 

       ２．食品等の収去検査結果 

３．食中毒発生状況 

４．調理師免許取得状況 

       ５．製菓衛生師免許取得状況 

 

第２節第２節第２節第２節    狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防 

      １．畜犬捕獲業務、畜犬登録及び狂犬病予防注射実施状況 

      ２．動物取扱業営業届  

 

第３節第３節第３節第３節    環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生 

      １．環境衛生関係営業施設数及び監視指導状況 

 

第４節第４節第４節第４節    薬務薬務薬務薬務 

      １．薬事関係営業施設数及び監視指導状況 

      ２．薬物乱用対策の推進 

 


