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は じ め に 

 

 

関東信越厚生局は、関東甲信越地域の１都９県を管轄区域とし、厚生行政

の政策実施機関として、医療、健康保険、年金、地域包括ケアシステム構築、

福祉保健、食品衛生、薬事監視、麻薬取締などに関する業務を行っておりま

す。 

平成３０年度においても、地域社会の身近な行政機関として、厚生労働省

と地域社会の架け橋の役割を果たしつつ、時代の変化に即応した社会保障政

策を行い、将来にわたり国民の皆様の健康で安全・安心な暮らしを支えるこ

とを基本理念として取り組んでまいりました。 

本書は、平成３０年度に当厚生局が実施した事業について、業務実績や関

係資料を取りまとめたものです。当厚生局の業務や厚生行政について、ご理

解を深めていただけたら幸いに存じます。 

今後も法律改正等により、厚生局が担う業務は益々多くなってまいります。

地域の皆様から「頼りになる、頼りにされる厚生局」と評していただけるよ

う、皆様の行政サービスに対するニーズの高度化、多様化に応え、行政サー

ビスの質の更なる向上を目指し、業務の実施体制の充実を図るとともに、各

自治体等との連携を図りながら、きめ細かな行政サービスを提供していきま

す。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願いいたします。 

 

令和元年７月 

 

厚生労働省関東信越厚生局長 
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