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は じ め に

関東信越厚生局は、全国８の厚生局・支局の中で、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。

当厚生局は、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す。

本書は、令和元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。本書が国民の皆様や自治体をはじめ多くの関

係団体の皆様方に、当厚生局の業務や厚生行政について、一層のご理解を深

めていただく一助となれば幸いです。

今後とも、厚生行政に対するご理解とご支援を賜りますようお願いいたし

ます。

令和２年７月

厚生労働省関東信越厚生局長
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