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２０２１年度（令和３年度)事業計画 

 

Ⅰ はじめに 

 

我が国は、健康寿命が世界一の長寿社会を迎えており、今後更なる健康寿命の延伸も期

待され、人生１００年時代を迎えつつあります。 

「健康寿命日本一」をめざす藤沢市の健康増進計画（第２次）の到達目標は、「健康寿

命の延伸と健康格差の縮小」としていますが、２０２４年度（令和６年度）までの計画後

半では、健康寿命の更なる延伸に向けて、「生活習慣病対策の強化」、「生涯を通じて自

立した生活をおくるための健康づくり」、「次世代を含めたすべての市民の健やかな生活

習慣形成」、｢身体活動促進対策の強化｣、「受動喫煙防止対策の強化」を重点的に取り組

んで行くこととしています。 

公益財団法人藤沢市保健医療財団は、設立から２８年目を迎えます。この間、藤沢市医

師会、藤沢市歯科医師会、藤沢市薬剤師会との連携を深め、協力しながら、藤沢市民をは

じめとする利用者の皆様の健康増進を図るため、疾病の予防や早期発見に向けた健診（検

診）や各種検査に加え、生活習慣病の予防・改善を主とした健康の保持増進に関する保健

事業を行うとともに、在宅の要介護者や療養者への訪問看護等の提供、救急医療患者への

支援に取り組んで来ました。 

そして、今後も藤沢市がめざす「健康寿命日本一」の実現に向けて、行政の補完機能を

発揮し、公益財団法人としての効率性や機動性、長年の中で培われたノウハウを生かした

事業展開を進めます。 

一方で新型コロナウイルス感染症感染拡大による影響は、緊急事態宣言の発令による休

診等により当財団の経営に大きな影響を及ぼしています。そのため、２０２０年度（令和

２年度）決算見込みは、経常収支が過去最大のマイナス７，０００万円になることが見込

まれるなど、非常に厳しい状況となっています。 

２０２１年度（令和３年度）は、各公益目的事業の収支の健全性に向けて、さらなる経

営改善に努め、継続的かつ安定的な経営基盤を確立することが急務です。 

ついては、非常勤医師を含む財団全体の執行体制の見直しを図る中で、総額人件費を抑

制し、一部利用料金についても市内各健診センターの例を参考にして改定し、増収を図る

予定です。 

さらに、利用者の皆様に安全・安心に利用していただけるよう、新型コロナウイルス感

染症予防対策を徹底するとともに、危機管理の観点から医療用消耗品の確保・備蓄に努め

ます。 

当財団を取り巻く厳しい社会経済情勢や経営環境にコロナ禍が加わり、より一層の困難

な状況が予想されますが、役員・職員が一丸となって事業を日々進めることで、この状況

を乗り切り経営基盤の確立を図ります。 

加えて、将来構想・提言の課題の取り組みを引き続き計画的に進めるとともに、２０２

１年度（令和３年度）からの３年計画である第４期中期事業計画を策定します。 
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Ⅱ 事業計画の基本方針 

 

２０２１年度（令和３年度）事業計画の基本方針は、藤沢市民をはじめとした当財団の

利用者の皆様のより一層の健康増進と高齢者福祉の向上を図るため、利用者ニーズに迅速

かつ的確に対応するサービスの向上に努め、公正かつ誠実な事業展開を図ることとします。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況が増す中で、経営改善に

向けた将来構想・提言の各課題の取り組みを進めていますが、今年度についても、感染症

予防対策を講じる中で、より一層の利用者確保や増収に向けた取り組みを進めます。 

 

 

１ 公益目的事業の適正な実施 

 

公益財団法人として、関係法令に規定する「公益目的事業の適正な実施による公益の

推進」を図るべく、公益認定基準（収支相償の原則や遊休財産の保有制限など）やガバ

ナンスに適合した法人運営を推進します。 

 

（１）新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 

（２）利用者ニーズを踏まえた事業運営・企画体制の確立 

（３）健診と保健指導・事後フォローアップ体制の強化 

（４）藤沢市施政方針及び藤沢市健康増進計画（第２次）を前提とした、藤沢市との協力

体制の強化 

（５）藤沢市の一次救急のあり方についての検証を藤沢市や医師会に働きかけ、保険調

剤薬局の位置付けについての検討 

 

２ 安定的な経営基盤の確立 

 

各事業を進めるうえで、事業収入の精査・確保と人件費を含む経費の節減に努めて効

率的な経営を展開するとともに藤沢市からの受託業務や補助金の確保を図り、継続的・

安定的な経営基盤の強化を図ります。 

 

（１）一部利用料金の改定の実施 

（２）事業活動収入の精査 

（３）各事業のさらなる効率的な運営による財団全体の執行体制の見直し 

（４）藤沢市からの受託事業と補助金の確保 

（５）新たな利用者の獲得と定期的な利用者のつなぎ止めや要精密検査者への利用促進

アプローチの強化 

（６）毎月の財務状況の分析・検証及びその状況についての職員間の共通認識化 

（７）公益目的事業毎の収支健全化の確立 

 

  



３ 

 

３ 地域・関係団体との連携や地域活動への支援 

 

保健・医療・福祉が連携した、生涯にわたる市民の健康づくりの拠点施設として、今

後も医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体との連携を深め、地域における市民の

健康増進活動の推進を図ります。 

また、市内の大学など教育・研究機関や地域団体、ＮＰＯ、福祉関連法人との相互連

携・協力を深めながら、共同連携による事業の充実や調査研究を進めることにより、市

民の健康づくりに関する幅広い情報を発信します。 

さらに、各地域の公民館まつりやイベント事業が中止される状況にあっては、ＳＮＳ

を活用して、市民への健康づくりの普及・啓発を推進します。 

 

（１）医師会、地域包括支援センターとの連携による生活習慣病予防・重症化予防及び

フレイル対策を含めた高齢者への保健指導と介護予防の一体的な支援の取り組み 

（２）地域団体やみらい創造財団、介護予防関連団体等との連携の強化 

（３）神奈川県（未病対策事業）、神奈川県立保健福祉大学、慶應義塾大学等との共同研

究事業の取り組み 

（４）健康づくり・乳がん検診啓発イベントの取り組み 

（５）看護学生等の教育等に関する取り組み 

（６）ＳＮＳを活用した市民への健康づくりの普及・啓発の取り組み 
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Ⅲ 重点的な取り組み項目(事業推進のポイント) 

 

１ 安全・安心な衛生環境 

 

新型コロナウイルス等の感染症予防対策として、職員の健康管理や施設内の清掃・消

毒の徹底、定期的な換気や待合における隣席空間の確保による３密の回避など利用者に

安心してご利用いただける衛生環境の維持を徹底します。 

また、新型コロナウイルスワクチン接種については、職員の積極的接種を勧奨します。 

 

２ 医療用消耗品の確保・備蓄 

 

新型コロナウイルス等の感染症の影響に鑑み、危機管理の観点から、マスク、消毒液

等の医療用消耗品の確保・備蓄を進めます。 

 

３ 執行体制の見直し 

 

より一層の効率的な財団運営を図るため、非常勤医師数を含めた医師の執行体制及び

保健事業課と看護課の業務分担を見直し、人件費抑制に取り組みます。 

 

４ 利用者サービスの向上 

 

各事業の実施にあたっては、利用者ニーズを適確にとらえ、公益目的に沿い効率的

に推進します。 

（１）利用者アンケートの実施、分析、評価及び対応策の実施 

（２）サービス向上策の検討と実施 

（３）女性にも利用しやすい健診の実施 

女性技師による超音波検査、乳房Ｘ線検査、心電図検査の実施 

（４）健康診断や検診分野における市内動向の情報収集 

 

５ 施設環境の整備と適正な管理運営（施設利用面におけるサービスの向上） 

 

当財団施設の老朽設備の計画的な更新や施設環境の整備・維持管理について、藤沢市

と協議を継続し、予算の確保を前提に安全で安心して利用できる施設機能の確保を図り

ます。 

 

６ 職員の育成 

 

財団設立当時からの職員の退職に備え、適確な業務執行に対応できる高い専門性やマ

ネジメント能力・経営感覚を持った職員を育成するため、職場研修やキャリアアップ研

修の実施などを通じて職員全体のレベルアップを図るとともに、人事管理計画に基づい



５ 

 

た監督職・管理職への昇任を行います。 

また、臨時職員から嘱託職員への登用や嘱託職員から職員への採用を行うとともに、

すべての職員個人の能力の向上や人材育成に視点をおいた、人事評価制度の運用を図り

ます。 

 

７ 個人情報の保護 

 

医療機関として、個人情報を含む様々なデータの適正な管理に努め、今後も個人情報

保護や情報セキュリティ体制の維持を図るため、日常的に情報漏えい等危機管理体制の

徹底を図り、継続的に職員研修を実施します。 

 

８ 積極的な情報の提供 

 

ホームページや機関誌の発行による組織・財政運営及び各種事業の情報提供を進め、

一層の情報発信に努めます。 

また、藤沢市診療情報案内システムはシステム更新に伴い、病院・診療所・歯科診療

所の案内情報の一層の充実を図ります。 

 

９ 適確な会計処理 

 

公益財団法人の会計基準である「新公益法人会計基準（平成２０年会計基準）」に基づ

いた会計処理を行い、財務情報の透明化やわかりやすい情報開示に努めます。 

また、会計システムの適切な運用と表示・開示、半期毎の収支状況を把握し、財務情

報を財団の運営に活かします。 

なお、１２月に会計システムの更新を行う予定です。 

 

１０ 働き方改革への対応 

 

働き方改革関連法が２０２１年４月から当財団にも施行されることから、臨時職員の

特別休暇制度の見直しを行う等、不合理な待遇差の解消を図ります。 

 

 

 

  



６ 

 

Ⅳ 将来構想・提言による取り組むべき課題 

 

１ 中期的課題 

２０１９年度（令和元年度）から５年スパンで取り組むべき課題 

 

（１）検診・共同利用事業（公１） 

①人件費（非常勤医師等含む）の抑制 

②クレジットカード決済の導入及びキャッシュレス対応等への検討 

 

（２）保健事業・国保特定保健事業（公１） 

①人件費の抑制 

②健康寿命日本一関連事業を踏まえた自主事業の拡大（緊急課題から移行） 

③藤沢市内及び周辺地域の健康づくり関連団体等とのネットワークを活用した、

幅広い事業展開 

 

（３）介護保険事業（公２） 

収支相償と公益法人としての安定・信頼サービスを担保する人材確保・育成 

 

（４）当財団全体 

施設運営業務委託料（修繕費）の適正な確保 

 

２ 長期的課題 

２０１９年度（令和元年度）から１０年スパンで取り組むべき課題 

 

（１）検診・共同利用事業（公１） 

健診（検診）・検査外来スペースの老朽化への対応 

 

（２）保健事業・国保特定保健事業（公１） 

藤沢市健康増進計画（第２次）を勘案した及び法令等に準じた事業計画の策定 
 

（３）介護保険事業（公２） 

事業の収支相償を含めて積極的経営健全化に向けた取組、継続、縮小、廃止、また

は、他団体との事業統合等も含め検討 

 

（４）当財団全体 

①施設管理 

施設設備の老朽化に伴い、高齢者に配慮した設備の充実を目指し、健診（検診）

スペースも含めた改修計画を見直し、再整備について藤沢市と協議を進める。 

②公益法人会計 

ア 公益財団法人から一般財団法人への検討 

イ 財団職員全体の人事管理計画の運用開始 

  



７ 

 

Ⅴ 事業計画(公益目的事業) 

 

公益財団法人として、当財団設立の本旨や公益法人制度の趣旨に鑑み、これまでの事業

への取り組みや実績を踏まえ、各公益目的事業の一層の充実や自主事業の積極的な展開を

図ります。 

なお、各事業の枠内には、２０２１年度(令和３年度)計画数と前年度比及び２０２０年

度計画数と２月末実績数を記載し、枠外には計画値の積算根拠等を記載してあります。 

 

１ 健診・健康づくり事業【公益目的事業１】 

 

昨年 1 年間で新型コロナウイルスに対する非常事態宣言が行われた結果、約 4 万人の

がん患者を見逃す可能性があったと報告されています。安全・安心な検診を受けてもら

うために、引き続き新型コロナウイルス等の感染症予防対策を徹底させることに取り組

み、来所時に問診、検温等を行い、また定期的な換気や待合における隣席空間の確保によ

り３密の回避に取り組みます。 

ＣＴ、ＭＲＩ検査等の高度医療機器共同利用の拠点となり､医療機関と連携して地域医

療に貢献します 

また、精度管理された検査により疾病の早期発見に努め、早期治療につながる健康診

査や各種がん検診（健診・検診）を行うとともに、健診から健康相談・運動実践まで、医

療と保健の切れ目のない健康づくりを推進し、地域保健の充実に貢献します。 

さらに、運動型健康増進施設（厚生労働大臣認定）として、生活習慣病予防・改善・健

康づくり、介護予防を目的とした保健指導（生活習慣・食生活・運動実践）、健康教育な

どによる積極的な総合的な健康推進事業を進めます。医科学管理に基づいた健康づくり

トレーニングは、多専門職種での健康支援会議を通じて作成される個々のトレーニング

メニューが当財団の最大の特徴であり、利用者が安全・安心で効果的な運動を実践でき

るよう取り組んでいます。 

総合・シニア健診では、医師の診察前に保健師・看護師が医療面接を行い、既往歴、

生活習慣等に関する的確な情報を集約することで、診察の効率化と精度の維持向上を図

ります。 

また、結果説明後に保健師、看護師が食事や運動習慣などの解析結果を説明し、禁煙

指導やメタボリックシンドローム・生活習慣病の改善や予防の相談を受けるとともに、

健診結果報告書に、生活習慣病予防を目的とした運動・食生活・休養等に関するアドバ

イスを記載し、生活習慣改善を促します。引き続き健診オプション項目の拡大・充実に

取り組みます。 

定年後の受診継続・新規受診をサポートするため、年度年齢６１歳以上の「シニア健

診」を引き続き実施します。「メタボ」や「認知症」と並び、健康寿命を縮め長期にわた

る要介護状態となるロコモティブシンドロームの早期発見・早期治療を目的とし、シニ

ア健診及び総合健診受診者（年度年齢６１歳以上）に対し、引き続きロコモ測定を行い

ます。 

総合健康情報システム（THIS）を活用し、総合・シニア健診では健診結果の事後フォ
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ロー、２次精査等をシステムにより管理運用し、健診後の充実したフォローアップ体制

に取り組みます。 

日本人間ドック学会健診施設機能評価が１年延期され、２０２２年度（令和４年度）

に予定されていることから健診検討委員会を中心に取り組みます。 

特定健診・特定保健指導については、国保連や実施医療機関等からの情報を収集し、

円滑に事業が遂行出来るよう取り組みます。 

コロナ禍により経営環境が一段と厳しくなる中、積極的に受診勧奨し満足度の高い健

診・検診を行い、さらにはトレーニング利用者確保に取り組みます。 

 

 

（１）事業所等健診・検診事業 

 

事業所等の健康保険組合員及びその家族等の健康診断を行い、生活習慣病の予防

改善を推進します。受診者、事業所等の要望に応えられるよう関係課等と連携する

とともに柔軟な予約体制で対応し受診しやすい環境を整えます。 

また、今年度は画像管理システム（胸部Ｘ線画像処理ＡＩ機能搭載）と超音波検

査装置の機器更新を行い精度向上に繋げます。 

ＣＴによる低線量肺がん検診や、マンモグラフィによる乳がん検診、ＭＲＩによ

る脳ドック等を高度医療機器の有効活用により、精度の高い検査を行い市民や利用

者の疾病の早期発見と予防に取り組みます。 

非侵襲性心臓ドック、ＭＣＧ検査による心臓に関する検診を活用し、心臓病予防

対策に積極的に取り組みます。 

今後とも健診・検診の精度向上に努め、受診者に信頼される施設を目指します。 

《参照：資料 別表(１) 2021年度(令和 3年度)健診・検診、検査外来計画Ｐ28》 

 

 

①一般健康診断（労働安全衛生法による健康診断など） 

 

対象者 事業所等の勤務者など 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

一般健康診断 9,500人 100.0 % 9,500人 8,976人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 
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②健康保険組合健康診断（総合健診） 

 

対象者 健康保険組合の被保険者及び配偶者 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

健康保険組合健康診断（総合健診） 2,700人 100.0% 2,700人 2,385人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 

 

③全国健康保険協会（協会けんぽ）生活習慣病予防健診 

 

対象者 協会けんぽの被保険者 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

生活習慣病予防健診 5,400人 101.9% 5,300人 5,071人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 

 

④シニア健診 

 

対象者 61歳以上の希望する受診者 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

シニア健診 120人 100.0 % 120人 90人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績状況から積算。 

 

⑤特定健康診査（社保） 

 

対象者 国保を除く健康保険の被扶養者 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

特定健康診査（社保） 180人 100.0% 180人 157人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績状況から積算。 
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（２）受託健診・検診事業 

 

市民の健康づくりを支援し、疾病予防を推進するため、充実した検査機器を活用、

市及び教育委員会からの受託により精度の高い検診を行います。 

 

①ヘルスチェック 

 

ア 検診内容 健康度測定等 

イ 対象者  国保加入者（30歳代） 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

ヘルスチェック 700人 116.7% 600人 720人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 

 

②藤沢市乳がん検診 

 

ア 検診内容 マンモグラフィ検査 

イ 対象者  市内在住者（40歳以上） 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

藤沢市乳がん検診 2,300人 100.0% 2,300人 1,750人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 

 

③学童検診 

 

ア 検診内容 糖尿病検診、腎臓病検診 

イ 対象者  教育委員会から指定された児童・生徒 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

学童検診 30人 100.0% 30人 29人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 

  



１１ 

 

（３）高度医療機器の共同利用事業 

 

地域の診療所が、単独で設置することが難しい高度医療機器を設置しています。

藤沢市医師会・歯科医師会等と連携した共同利用事業として、地域の診療所等から

の依頼による検査外来を行い疾病の予防と早期発見に努め、地域医療、地域保健の

向上を図ります。 

画像管理システムの更新により医療機関への画像配信のＩＣＴの利用促進に取

り組みます。 

近年ＣＴ、ＭＲＩ装置を有する医療機関が市内に新規開設されていることから、

地域医療機関と連携を深め検査数の維持に努めます。更に受診者・依頼医療機関の

要望に柔軟に対応し、検査精度・質の向上に努めます。 

 

検査外来 

 

実施項目 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

ＭＲＩ検査 3,500人 97.2% 3,600人 2,734人 

ＣＴ検査 2,900人 96.7% 3,000人 2,348人 

肺がん、結核二次検診 650人 86.7% 750人 494人 

超音波検査 2,100人 100.0% 2,100人 1,539人 

乳房検査 800人 100.0% 800人 615人 

内視鏡検査（上部） 200人 100.0% 200人 73人 

骨密度測定 60人 100.0% 60人 44人 

その他の各種検査 700人 100.0% 700人 564人 

※計画値の積算：過去 3年間の実績に基づき積算。 
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（４）保健事業 

 

藤沢市健康増進計画（第２次）の中間評価を踏まえた計画後半では、強化する取り

組みとして、生活習慣病対策、身体活動促進対策、受動喫煙防止対策の３つに加え、

新たに、生涯を通じて自立した生活を送るための健康づくりや次世代を含めた全ての

市民の健やかな生活習慣形成を推進することが掲げられています。 

当財団では、新型コロナウイルス感染症拡大予防策を徹底する中で、市民の皆様が

安心して各種事業へ参加できる体制を万全に整え、運動型健康増進施設（厚生労働大

臣認定）としての機能を発揮し、重点的な取り組みを推進するとともに地域団体等と

の連携を積極的に行い、健康づくりを支える社会生活環境の整備を通して健康寿命の

さらなる延伸に寄与します。 

また、当財団の健診受診者の健康づくりを推進するため、健診から健康づくりまで、

切れ目のない支援を提供します。 

 

《参照：資料 別表(2)2021年度（令和 3年度）保健事業実施計画Ｐ29》 

 

①健康づくり個別支援事業 

 

市民一人ひとりが生活習慣病予防・重症化予防のため、自分の健康状態に気づく機

会を得られるよう、健康づくりへの動機付けとなる普及活動や健康情報の提供など、

市民が自ら健康行動に取り組めるよう支援を行います。 

自身の健康を守るため、定期的な健康診断の受診を推奨し、個別の健康支援（専門

職による健康相談、運動実践支援等）、集団健康教育等、対面・リモートと状況に応じ

た支援形態で、健康・体力の保持増進を促進し、健康寿命の延伸を目指します。 

 

 

ア 健康支援プログラム事業[健康増進課：受託事業] 

 

市民が生活習慣病予防及び重症化予防のために、個々の健康状態に合わせた生

活習慣を獲得できるよう６ヶ月間の支援プログラムを提供し、食生活や運動など

の支援を行います。 

 

（ア）対 象 市民 

（イ）費 用 無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

健康支援プログラム 250人 100% 250人 116人 

※計画値の積算：「2021年度委託事業について（案）」に基づき、健康増進課との協議の上、計画数を積算。 
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イ 生活習慣病予防等事業[健康増進課：受託事業] 

 

健康寿命の延伸を果たすため、病態に応じた食生活・生活改善についての正し

い知識や情報の理解を図り、生活習慣病予防、生活習慣改善に向けた具体的実践

方法の普及に努めます。 

主な事業内容は、生活習慣病予防・重症化予防事業（糖尿病､慢性腎臓病､脂質

異常症等）､糖尿病予防・重症化予防、禁煙支援事業、健康相談等です。 

 

（ア）対 象 市民 

（イ）費 用 無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

生活習慣病予防等事業 345人 62.7% 550人 113人 

※計画値の積算：「2021年度委託事業について（案）」に基づき、健康増進課との協議の上、計画数を積算。 

 

 

ウ 健康度チェック[健康増進課：受託事業] 

 

健康支援プログラムを実施するための事前のメディカルチェック（健康診断）

としてだけでなく、健康支援プログラムの参加にかかわらず、健診機会のない（少

ない）方への健診受診の機会としても提供します。 

 

（ア）対 象 市民 

（イ）費 用 10,848円／回（自己負担 5,250円＋市助成 5,598円） 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

健康度チェック 40人 80.0% 50人 21人 

※計画値の積算：「2021年度委託事業について（案）」に基づく健康増進課との協議及び 2020年度事業実態（新型

コロナウイルス感染症対策を含む）を基に計画数を積算。 
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エ 体力度チェック[健康増進課：受託事業] 

 

当財団の健康づくりトレーニング及びその他運動、スポーツを実施するための

事前のメディカルチェック（リスクの階層化を行う）で、市民の誰もが安全に自

分の体力に見合った健康づくりができるよう医師管理のもとに行っています。 

体力度チェックの結果を運動処方作成の基礎データとして活用し、安全で効果

的な運動が実施できるようにしていきます。 

当財団における健診から健康づくりまでの支援強化策として、総合健診・シニ

ア健診受診者の自己負担分を当財団が負担します。 

 

（ア）対 象 市民 

※新規者は全員、継続者はハイリスク者が対象 

（イ）費 用 9,014円／回（自己負担 5,000円＋市助成 4,014円） 

※当財団総合健診・シニア健診受診者は無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

体力度チェック 400人 61.5% 650人 263人 

※計画値の積算：「2021年度委託事業について（案）」に基づく健康増進課との協議及び 2020年度事業実態（新型

コロナウイルス感染症対策を含む）を基に計画数を積算。 

 

オ 健康づくりトレーニング[健康増進課：受託事業] 

 

健康支援プログラムの運動支援として、生活習慣病及びメタボリックシンド

ローム予防・改善、持久力・筋力・柔軟性等の体力向上を目的に、主にトレー

ニングマシンを活用した運動実践を行います。健診から保健指導、さらにトレ

ーニング（運動実践）までの一貫した健康づくり支援の充実を図るとともに、

利用者獲得のために新規者及び総合健診・シニア健診受診者は、割引料金を設

定し、利用者の拡大を目指します。 

（ア）対 象 市民 

（イ）費 用 （ａ）新規者・総合健診・シニア健診受診者は、500円／回 

※期間：健康支援プログラム開始日から１年間 

（ｂ）継続者は、700円／回 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

健康づくりトレーニング 17,000人 68.0% 25,000人 10,022人 

※計画値の積算：「2021年度委託事業について（案）」に基づく健康増進課との協議及び 2020年度事業実態（新型

コロナウイルス感染症対策を含む）を基に計画数を積算。 
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カ 各種健康保険組合被保険者への支援事業[自主事業] 

 

各種健康保険組合被保険者の特定保健指導対象となる方に対して、動機付け支

援及び積極的支援を行います。 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

動機付け・積極的支援 13人 100% 13人 5人 

※計画値の積算：2019・2020年度実績を基に、計画数を積算。 

 

 

②健康づくり地域普及事業 

 

地域での身近な生活習慣病予防、健康づくり支援を推進するため、ソーシャルキャ

ピタルを有効に活用できる人材育成を行うとともに、市民一人ひとりが健康的な生活

習慣を獲得できる支援を推進し、いつまでも暮らし続けることのできる健康なまちづ

くりを目指します。 

 

ア 地域支援事業[健康増進課：受託事業] 

 

市民の健康づくり・生活習慣病予防改善等促進のための普及・啓発支援を目指

す事業として、生活習慣病予防等地域普及啓発、イベントにおける啓発事業、人

材育成事業（軽体操普及啓発・健康づくりボランティア）、ふじさわ夢チャレンジ

事業の普及啓発、働き世代・子育て世代の身体活動促進普及推進、公園を活用し

た健康づくり、からだ動かし隊等、を各地域へ出向いて行います。 

 

（ア）対 象 市民 

（イ）費 用 無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

地域支援事業 3,000人 68.2 4,400人 771人 

※計画値の積算：「2021年度委託事業について（案）」に基づき、健康増進課との協議の上、計画数を積算。 
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イ 健康寿命延伸支援事業[自主事業] 

 

運動を始めるきっかけづくりと日常生活での実践方法を習得することを目的

として、今年度（令和３年度）からは、各種専門職を地域へ講師として派遣す

ることを中心に行い、健康づくりを身近で実践できるよう整備し、参加者の健

康生活を支援することで健康寿命の延伸を目指します。 

 

（ア）対 象 市民及び市外在住者 

（イ）費 用 派遣指導 11,000円／回（半日） 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

健康寿命延伸支援事業 560人 10.4% 5,360人 133人 

※計画値の積算：2020年度事業実態（新型コロナウイルス感染症対策を含む）を基に計画数を積算。 

 

ウ 調査・研究事業 [自主事業]  

 

神奈川県及び藤沢市に加え、市内外の大学及び健康支援関係団体等と連携し、

市民の健康づくりに向けた調査・研究を行い、その結果を公表し、受託事業や自

主事業に反映させながら市民の健康意識の普及・啓発につなげます。 

 

（ア）健康づくりにおける身体活動促進 

（イ）健康づくり支援と社会環境要因 

（ウ）藤沢市国保加入者における健康指標 

 

③ 介護予防・障がい者の支援に関する事業 

 

受託事業は、藤沢市の一般介護予防事業として６５歳以上の方を対象に、ロコモ

ティブシンドローム対策、認知機能の保持等、運動実践を中心に市の方針に沿って

進めます。障がい者や高齢者が、日常生活を少しでも快適に過ごせるよう当財団施

設や市内障がい者福祉施設等で相談事業を行います。 

また、介護保険サービスを利用した住宅改修及び福祉用具貸与について、市の職

員とともに当財団の理学療法士が書類点検及び実地調査を行い、給付適正化の推進

を図ります。 
 

ア コンディショニングトレーニング[自主事業] 

 

生活習慣病及びフレイルの予防・改善を目的として、筋力運動や柔軟運動など

により動きやすい身体をつくるための運動実践を行います。高 

（ア）対 象 市民及び市外者 



１７ 

 

（イ）費 用 500円／回 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

コンディショニングトレーニング 5,800人 72.5% 8,000人 3,257人 

※計画値の積算：2020年度事業実態（新型コロナウイルス感染症対策を含む）を基に計画数を積算。 

 

イ 介護予防事業 [地域包括ケアシステム推進室：受託事業] 

 

高齢者の要介護状態の発生及び悪化を防ぐとともに、その軽減を目指し、介護

を必要としない生活を営めるよう、転倒予防講座や地域での派遣運動指導により

ロコモティブシンドローム予防の運動実践を中心に支援します。 

 

（ア）対 象 65歳以上の市民 

（イ）費 用 無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

介護予防事業 250人 78.1% 320人 200人 

※計画値の積算：2019・2020年度実績を基に計画数を積算。 

 

ウ 障がい者等生活改善相談 [障がい福祉課：受託事業] 

 

障がい者、身体機能の低下により日常生活に不便さを感じている方及びその

家族や介護者（施設職員含む）に対し、日常生活内での工夫やＱＯＬの向上を

図るための相談を行います。 

当施設内での相談の他に、障がい者福祉施設(２施設・月３回)への出張相談

対応等により、多くの方々が利用することができるよう進めます。 

 

（ア）対 象 市民 

（イ）費 用 無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

障がい者等生活改善相談 60回 100% 60回 92回 

※計画値の積算：2021年度藤沢市委託実施要領(案)に基づいた計画数。 

 

  



１８ 

 

エ 住宅改修・福祉用具点検事業[介護保険課：受託事業] 

 

介護保険を利用した住宅改修及び福祉用具貸与について、給付の適正化をさ

らに推進することを目的として、従来から実施している申請書類による点検に

加え、藤沢市の依頼により、当財団理学療法士が申請書類の点検や実地調査と

して藤沢市職員とともに被保険者宅への訪問点検を行います。 

 

（ア）対 象  介護保険課が必要と判断した申請等 

（イ）費 用  無料 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

住宅改修・福祉用具点検 34回 94.4% 36回 6回 

※2021年度介護給付費適正化事業計画に基づいた計画数 
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（５）国保特定保健事業 

 

データヘルス計画の基本理念である「健康寿命の延伸」、「医療費の適正化」、「健

康力の向上」を目指すため、特定健康診査受診率・特定保健指導利用率の向上、生活

習慣病等の適正受診の促進、健診・医療費データの活用などの基本目標に則り、国民

健康保険加入者一人ひとりが自ら健康管理ができるよう事業を推進します。 

健康状態をより良いものとし、医療費の適正化につながるようＰＤＣＡサイクル

による保健事業の展開に取り組みます。 

また、生活習慣病重症化予防業務では、新たに低栄養と認められた対象者への家

庭訪問等による支援、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」では、治療先である医

療機関との連携に保険年金課と協議・検討しながら取り組みます。 

 

ア 特定保健指導 [保険年金課：受託事業] 

 

特定保健指導は、市内で実施される藤沢市特定健診で、健診結果及び質問項目

から生活習慣病のリスクに応じて階層化を行い、「動機付け支援」、「積極的支援」

の保健指導を実施します。特定保健指導プログラムは、高齢者の医療の確保に関

する法律に基づき、国の特定保健指導マニュアルに添ったプログラムを提供しま

す。 

 

実施項目 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

動機付け支援 170人 100% 170人 74人 

積極的支援 30人 100% 30人 6人 

※計画値の積算：2021年度業務委託詳細内訳書(案)に基づき、保険年金課との協議の上、計画数を積算。 

 

イ 国保ヘルスチェック事業 [保険年金課：受託事業] 

 

藤沢市国民健康保険加入者で３１歳～３９歳の方を対象とした健康診断を実

施するにあたり、受診案内・勧奨から健診受診後のフォロー・保健指導まで、内

容を拡充して行います。 

 

（ア）ヘルスチェック健康支援 

受診者に対して健診結果の説明及び本人の健康状態に合わせた情報提供 

（イ）健診未受診者への受診勧奨 

（ウ）保健指導業務 

健診結果が、特定保健指導の基準により対象となった方に対して、藤沢市特

定保健指導に準じた保健指導を実施 

（エ）要保健指導もしくは要医療者への利用勧奨及び受診勧奨 
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ａ 要医療者への受診勧奨  

b 要医療者への利用勧奨及び受診勧奨 

（オ）健診の案内リーフレットの作成業務 

（カ）データ分析及び事業実施報告書作成業務 

 

実施項目 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

（ア）ヘルスチェック健康支援 1,000人 100% 1,000人 720人 

（イ）健診未受診者への受診勧奨 6,000人 100% 6,000人 4,616人 

（ウ）保健指導業務 15人 100% 15人 12人 

（エ）要保健指導もしくは要医療

者への利用勧奨及び受診勧奨 
200人 100% 200人 201人 

※計画値の積算：2021年度業務委託詳細内訳書(案)に基づき、保険年金課との協議の上、計画数を積算。 

※ヘルスチェック健診（特定健診に準じた若年者の健康診査）は、「受託健診・検診事業」に記載 

 

ウ 特定保健指導利用勧奨事業 [保険年金課：受託事業] 

 

（ア）特定保健指導利用勧奨 

特定保健指導対象者で一定期間申込みのない方に対して行う、電話による

利用勧奨 

（イ）特定保健指導実施機関研修会 

市内の特定保健指導実施機関の保健指導従事者を対象に、特定保健指導の

進め方や事務処理の方法について伝える研修会を開催します。（年 2回） 

 

実施項目 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

（ア）特定保健指導利用勧奨 2,000人 80.0% 2,500人 1,260人 

（イ）特定保健指導実施機関研修会 50人 100% 50人 58人 

※計画値の積算：2021年度業務委託詳細内訳書(案)に基づき、保険年金課との協議の上、計画数を積算。 
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エ 生活習慣病重症化予防業務 [保険年金課：受託事業] 

 

（ア）当該年度健診受診者に対する医療機関への受診勧奨 

藤沢市特定健診の結果、生活習慣病の治療が必要であると判明した未治療

者（低栄養者と認められたものも含む）への通知の作成、電話による勧奨、

受診勧奨報告書を作成 

（イ）前年度の医療機関受診勧奨の対象者で、勧奨後も未治療の者に対する医療

及び健診の受診勧奨 

 

実施項目 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

（ア）当該年度受診者に対する医療機

関への受診勧奨(低栄養者含む) 
2,100人 420％ 500人 1,174人 

（イ）前年度の医療機関受診勧奨の対

象者に対する医療及び健診受診勧奨 
1,600人 168.4％ 950人 687人 

※計画値の積算：2021年度業務委託詳細内訳書(案)に基づき、保険年金課との協議の上、計画数を積算。 

 

 

オ 糖尿病性腎症等重症化予防プログラム支援[保険年金課：受託事業] 

 

藤沢市特定健診の結果により糖尿病性腎症が疑われる者や医療機関から紹介さ

れた糖尿病性腎症治療中の者を対象に、定期的な面接による保健指導、栄養指導

もしくは運動指導／電話等による取組支援／主治医との連絡調整／特定健診の受

診勧奨／ケースカンファレンスの実施／事業実施評価及び報告書の作成を行いま

す。 

 

実施事業名 
2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

糖尿病性腎症 

重症化予防プログラム支援 
30人 150％ 20人 12人 

※計画値の積算：2021年度業務委託詳細内訳書(案)に基づき、保険年金課との協議の上、計画数を積算。 

  



２２ 

 

２ 介護保険事業【公益目的事業２】 

 

訪問看護ステーションは、要支援・要介護状態にある在宅介護の高齢者や疾病等によ

り在宅療養を必要とする方に対し、介護保険法及び健康保険法等による訪問看護、訪問

リハビリのサービスを提供します。 

居宅介護支援事業所は、介護保険法に基づき利用者が自宅での生活が続けられるよう

居宅訪問等を行い、生活上の問題点を把握し、ケアプランの作成を通して在宅療養者へ

の適切な支援に努めます。 

 

（１）訪問看護ステーションの運営に関する事業 

 

在宅療養者に訪問看護、訪問リハビリ事業を行うため訪問看護ステーションを設置

しています。 

介護保険法や健康保険法等に基づく主治医の指示書により、訪問看護ステーション

から看護師、理学療法士・作業療法士を派遣し、療養上の世話、診療の補助及びリハ

ビリのサービスを提供するとともに、在宅生活を支援します。 

 

実施事業名 

2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

訪問看護･リハビリ 6,800回 97.1% 7,000回 6,158回 

※計画値の積算：2020年度の実施状況及び執行体制の状況をもとに利用見込み数で積算。 

 

 

（２）居宅介護支援に関する事業 

 

①ケアプランの作成 

 

要介護高齢者等が、居宅において必要な保健医療サービスや介護福祉サービスを適

切に利用できるよう、居宅介護支援事業者として支援を行います。 

要介護高齢者等からの依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、その計

画に基づき適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との

連絡調整や計画の管理を行います。 

なお、介護保険法の運営基準により、ケアマネジャー1 人あたりの標準担当数を原

則 35件までとします。 
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実施事業名 

2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

ケアプランの作成 1,550件 100 % 1,550件 1,374件 

※計画値の積算：2020年度の実施状況及び執行体制の状況をもとに利用見込み数で積算。 

 

 

②認定調査 

 

新規、更新（6か月、1･2年の期間更新）、変更などの申請に基づき、市からの認定

調査依頼を受け、本人や家族の立ち会いのもとに、訪問調査（要介護認定調査票の作

成など）を行います。 

 

実施事業名 

2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

認定調査 140件 100 % 140件 118件 

※計画値の積算：2020年度の実施状況及び執行体制の状況をもとに利用見込み数で積算。 
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３ 保険調剤薬局運営事業【公益目的事業３】 

 

（１）保険調剤薬局の運営に関する事業 

 

藤沢市こまよせ薬局は、藤沢市薬剤師会の協力を得て、平日夜間、土・休日にも開

局し、一次救急体制の一環としての藤沢市医師会北休日夜間急病診療所等の処方せん

を受付け、調剤・服薬指導等を行っています。受付処方せんでは、特に小児科の処方

せんが占める割合が高くなっており、また、耳鼻科においては、広域を対象としてい

るため、他市からの患者も来局しています。 

歯科診療においては、高齢者・障がい者を対象とした処方せんも受付けており、患

者や家族に寄り添った調剤を心がけています。 

また、後発医薬品については、医療費削減の観点から国も使用を推進しており、加

えて、患者からの要望も増えてきていることから、三師会（医師会、歯科医師会、薬

剤師会）の協力により、後発医薬品の採用品目を増やし収入の確保に努めます。 

一方で、市内に休日夜間に診療を行う医療機関が増加したことに加え、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による受診控えにより、受付処方せん枚数は昨年度大幅に減少

しており経営的に非常に厳しい状況となっています。このことから、一次救急体制に

おける薬局のあり方について、藤沢市、医師会、歯科医師会、薬剤師会に投げかけま

す。 

 

（事業内容） 

次の診療所開設に伴い、藤沢市こまよせ薬局では、調剤、服薬指導、投薬、薬歴管

理、医薬品情報の収集等の管理業務を行っています。 

 

①藤沢市こまよせ薬局 開局（業務）時間 

（ア）平日（月～金） 8時 30分～12時、13時～17時、20時～23時 

（イ）土曜日     18時～23時 

（ウ）休日      9時～17時、18時～23時 

※平日夜間、土・休日の調剤及び服薬指導等の業務については、藤沢市薬剤師

会へ委託して運営しています。 

 

（診療所） 

②藤沢市医師会北休日夜間急病診療所 

（ア）平日夜間    20時～23時 

（イ）休日昼間     9時～17時 

（ウ）土・休日夜間  18時～23時 

※23時～翌 7時 30分までは、院内処方対応 

③藤沢市医師会北休日夜間急病診療所耳鼻科（広域救急） 

休日昼間      9時～17時 

④藤沢市北部歯科診療所（障がい者歯科・要介護高齢者歯科） 
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（ア）障がい者歯科   木・土曜日 13時～17時 

（イ）要介護高齢者歯科 木・日曜日  9時 30分～12時 30分 

 

 

実施事業名 

2021(令和 3)年度 2020年度 

計画数 前年度比 計画数 ２月末実績 

調剤等業務（受付処方せん数） 6,000枚 46.2% 13,000枚 4,102枚 

※計画値の積算：2020年度の実施状況をもとに利用見込み数で積算。 
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４ 法人運営事業 

 

（１）管理及び法人運営事業 

 

藤沢市保健医療センターの適正な施設の管理や有効活用を図るとともに、公益財

団法人として安定的な機関運営を目指します。 

 

①理事会、評議員会をはじめとする法人の機関運営 

 

公益財団法人諸規定の整備を継続して行うとともに、評議員会、理事会のリモー

ト開催を進めます。 

 

②健診後フォロー部門体制の充実 

 

財団職員のこれまでの技術、ノウハウを最大限に発揮できるよう効果的・効率的

な組織体制を構築します。２０２１年度（令和３年度）については、保健事業課の

業務を一部看護課に移管します。 

健診の精度管理を上げ、健診後のフォローを充実させるため、保健事業課と健診

部門との連携により業務の充実を図ります。 

 

③保健医療センター施設の管理運営 

 

財団設立から２８年目を迎え、建物や設備機器の老朽化も進んできていることか

ら、市と協議しながら、安全で安心して利用できる施設機能を確保します。 

 

④保健医療情報の収集及び提供事業 

 

市内医療機関の診療情報等を収集・運用している「診療情報案内システム」は、

２０２０年度（令和２年度）に更新し、利用者の要望に幅広く対応できるシステム

とし４月１日から運用を開始します。 

さらに、当センターの基幹業務システムである、総合健康情報システム（THIS）

は、２０２１年（令和３年）２月にリース契約を更新しました。 

今後も、業務の効率化を図るとともに、さらなるセキュリティ対策の向上に努め

ます。 

また、２０１９年９月で発行を休止している機関誌についてはコロナ禍において

費用対効果を含め検証します。情報発信についてはホームページの内容を常に更新

し、最新情報の提供に努めます。 
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⑤職員研修等に関する事業 

 

職員研修計画の基本方針に基づき各種研修に参加し、職員の意識改革や能力の

向上を図ります。 

 

ア 全体研修 

（ア）内 容 医療安全、個人情報セキュリティなど 

（イ）回 数 ３回 

 

イ 職場研修  

各職場における専門研修を実施。公益財団職員としての資質・能力を高める 

とともに、専門知識及び技術の向上のために各種の研修に参加します。 

 

ウ 派遣研修 

各関連専門機関等（藤沢市他）への派遣研修を実施 
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資 料 

別表(1) 

 

２０２１年度（令和３年度）健診・検診、検査外来実施計画 

 

  

2021(令和3)
年度計画数

2020(令和2)
年度計画数

前年度比

9,500 9,500 100.0%

2,700 2,700 100.0%

5,400 5,300 101.9%

120 120 100.0%

180 180 100.0%

17,900 17,800 100.6%

700 600 116.7%

2,300 2,300 100.0%

30 30 100.0%

3,030 2,930 103.4%

ＭＲＩ検査 3,500 3,600 97.2%

ＣＴ検査 2,900 3,000 96.7%

肺がん、結核二次検診 650 750 86.7%

超音波検査 2,100 2,100 100.0%

乳房検査 800 800 100.0%

内視鏡検査（上部） 200 200 100.0%

骨密度測定 60 60 100.0%

その他の各種検査 700 700 100.0%

10,910 11,210 97.3%

40 50 80.0%

400 650 61.5%

440 700 62.9%

32,280 32,640 98.9%

事　業　区　分

事
業
所
健
診
・
検
診
等

一般健康診断

健康保険組合健康診断(総合健診)

協会けんぽ生活習慣病予防健診

シニア健診

特定健康診査(社保)

計

受
託
健
診
・
検
診

ヘルスチェック(国保加入者)

乳がん検診

学童検診

計

高
度
医
療
機
器
の
共
同
利
用
事
業

検
査
外
来

計

合　　　計

健
康
づ
く
り

健康度チェック

体力度チェック

計
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別表(2) 

２０２１年度（令和３年度）保健事業実施計画 

 
  

区分 主　な　内　容
2021(令和3)

年度計画数

2020(令和2)

年度計画数
前年度比

受託 健康づくり目標達成に向けた、個別の支援プログラムの提供 250 250 100.0%

受託
健康寿命延伸のため健康増進計画(第2次)における7分野を

基にした健康教育 345 550 62.7%

受託
健診機会のない方や運動を開始する方のための健

康診断 40 50 80.0%

受託 体力測定を含むメディカルチェック 400 650 61.5%

受託 健康づくりを目的とするトレーニング 17,000 25,000 68.0%

各種健康保険組合被保険者への支援事業

動機付け・積極的支援 自主 社会保険被保険者・被扶養者対象の特定保健指導 13 13 100.0%

受託
健康づくりサポーター養成や市民団体に対する運

動定着支援、軽体操の普及啓発 3,000 4,400 68.2%

自主
講師派遣による身近な場所での運動開始のきっか

けづくりと健康生活の支援 560 5,360 10.4%

自主 マシンを使わない運動や体操を定期的に行う 5,800 8,000 72.5%

介護予防事業 受託
ロコモ対策としての運動実践で、介護を必要とし

ない生活を目指す 250 320 78.1%

障がい者等生活改善相談 受託
障害者・高齢者等の日常生活のQOL向上を図るため

の相談事業(回数) 60 60 100.0%

受託
介護保険サービスを利用した住宅改修点検及び福

祉用具貸与についての実地調査(回数) 34 36 94.4%

受託
メタボリックシンドローム予備群の人への健康支

援 170 170 100.0%

受託 メタボリックシンドロームの人への健康支援 30 30 100.0%

受託 ヘルスチェック結果の説明と質問票に基づいた健康支援 1,000 1,000 100.0%

受託 ヘルスチェック受診対象者への受診勧奨 6,000 6,000 100.0%

受託
階層化により対象となった方への藤沢市特定保健

指導に準じた保健指導 15 15 100.0%

受託
ヘルスチェックの結果により要保健指導、要医療

となった方への受診勧奨 200 200 100.0%

受託 特定保健指導対象への電話による利用勧奨 2,000 2,500 80.0%

受託
特定保健指導の実施医療機関を対象にした保健指

導の進め方等についての研修会 50 50 100.0%

生活習慣病重症化予防業務

受託
特定健診の結果、要治療者のうち未治療者(低栄養

者含む)へ受診勧奨等及び受診勧奨報告書を作成 2,100 500 420.0%

受託
前年度の受診勧奨対象者で、勧奨後も未治療の者

に電話による受診勧奨を行う 1,600 950 168.4%

糖尿病性腎症等重症化予防プログラム支援

受託

特定健診の結果、糖尿病性腎症が疑われる者や医

療機関から紹介された糖尿病性腎症治療中の者を

対象に行うプログラム
30 20 150.0%

健康づくりトレーニング

健康支援プログラム事業

生活習慣病予防等事業

健康度チェック

体力度チェック

事　業　名

(4)保健事業

①健康づくり個別支援事業

健康寿命延伸支援事業

②健康づくり地域普及事業

要保健指導もしくは要医療者への

利用勧奨及び受診勧奨

③介護予防・障がい者の支援に関する事業

コンディショニングトレーニング

住宅改修・福祉用具点検事業

(5）国保特定保健事業

特定保健指導

動機付け支援

積極的支援

国保ヘルスチェック事業

ヘルスチェック健康支援

健診未受診者への受診勧奨業務

保健指導業務

地域支援事業

糖尿病性腎症重症化予防

プログラム支援

特定保健指導利用勧奨事業

特定保健指導利用勧奨

特定保健指導実施機関研修会

当該年度受診者に対する医療機関

への受診勧奨

前年度の医療機関受診勧奨対象者

に対する医療及び健診受診勧奨
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別表(3) 

 

２０２１年度（令和３年度）保健医療財団役員及び評議員 

 

（ア）役員 

 

 

  

（理事14名、監事2名）

職　名 氏　名 役員就任年月日 現　職

 理 事 長 鈴木　紳一郎 2019年6月13日 藤沢市医師会会長

副理事長 平岩　多恵子 2020年4月1日 藤沢市保健医療センター参与

副理事長 後藤　香織 2019年10月1日 藤沢市医師会理事

専務理事 明間　勤子 2019年6月13日 藤沢市保健医療センター所長

常務理事 中島　徳幸 2019年6月13日 藤沢市保健医療センター管理部長

理　　事 姫野　秀朗 2019年6月13日 藤沢市保健医療センター副所長

理　　事 石原　宏尚 2019年10月1日 藤沢市医師会副会長

理　　事 酒井　辰彦 2019年6月13日 藤沢市医師会副会長

理　　事 片山　正昭 2019年6月13日 藤沢市歯科医師会会長

理　　事 平山　勝徳 2019年6月13日 藤沢市歯科医師会副会長

理　　事 齊藤  祐一 2019年6月13日 藤沢市薬剤師会会長

理　　事 後藤　君代 2019年6月13日 藤沢市薬剤師会副会長

理　　事 矢内　　健 2020年4月1日 藤沢市福祉健康部参事兼福祉健康総務課長

理　　事 阿南　弥生子 2019年6月13日 藤沢市福祉健康部保健所長

監　　事 福井　　聡 2019年6月13日 公認会計士 

監　　事 阿部　広治 2020年7月13日 藤沢市会計管理者

2021年(令和3年)3月31日現在
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（イ）評議員 

 

 

  

（9名）

氏　　名 就任年月日 現　　　　　職

捧　　恵一 2019年6月13日 社会福祉法人竹生会（芭蕉苑施設長）

山内　慶太 2019年6月13日
慶應義塾大学看護医療学部教授 大学院健康マネジ
メント研究科

河野　智英子 2019年6月13日 藤沢市医師会代議員議長

野村　勝則 2019年6月13日 藤沢市歯科医師会副会長

村上　和宣 2019年6月13日 藤沢市薬剤師会副会長

池田　　潔 2020年4月1日 藤沢市福祉健康部長

村岡　哲也 2020年10月1日 藤沢商工会議所副会頭

川原田　武 2020年7月13日 藤沢市湘南大庭地区社会福祉協議会会長

大塚　真実 2020年7月13日
公益財団法人藤沢市みらい創造財団スポーツ・芸術
文化事業部長

2021年(令和3年)3月31日現在
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別表(4) 

 

２０２１年度（令和３年度）保健医療財団組織図 

 

 

（訪問看護ステーション）

（居宅介護支援事業所）

薬局担当

管　理　部 総　務　課 総務担当

評議員会 居宅介護支援担当

理事会

診　療　部 診　療　課

保健事業課 健康づくり担当

副理事長

副
所
長

理
事
長

所
　
長

国保・健康指導担当

副理事長

訪問看護課 訪問看護担当

医療事業部 画像検査課

臨床検査課

看　護　課

医療事業課

2021年(令和3年)4月1日現在


