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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、平成１３年 1 月に設置され、医療、医薬品・医療機

器、食品衛生、年金、福祉、介護、麻薬取締などに関する業務を行っており

ます。 

平成２８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２８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。 

今後とも地域の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。 

平成２９年７月 

厚生労働省関東信越厚生局長 
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等 

関東信越厚生局は、国民の皆様の身近な社会保障政策の実施機関として、関東甲

信越地域１都９県で生活・活動される国民の皆様の健康で安全なくらしを支えるた

めの様々な業務を行っています。 

１．関東信越厚生局の業務概要

■ 安全な医療供給体制の確保

■ 臨床研修実施体制の確保

■ 再生医療等の安全性の確保

■ 年金給付等の審査請求への対応

■ 年金記録の訂正請求への対応

■ 薬物犯罪の捜査・取締り

■ 薬物乱用防止の普及啓発

など

■ 保険医療機関等の指導監査

■ 健康保険組合の指導監査

■ 企業年金等の指導監督

■ 各種養成施設の指導監督

■ 医薬品・再生医療等製品製造業

等の許可

■ 食品の総合衛生管理製造過程の

承認

■ 日本年金機構が行う事務の認可

   など

■ 地域包括ケアシステムの構築に関

する支援

■ 医療保険者（国民健康保険）の

指導監督・助言

■ 市区町村が行う国民年金事務に

  係る交付金の審査

■ 健康危機管理

■ 食中毒対策等

■ 食品の安全確保に関するリスク

コミュニケーション

   など
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等 

関東信越厚生局では、平成２１年９月に「関東信越厚生局ビジョ

ン策定委員会」を設置し、若手職員を中心としたチームでの議論、

全職員へのアンケートや意見募集を行い、平成２２年１月２６日に

「基本理念｣｢職員行動規範｣「キャッチフレーズ」を策定しました。

平成２２年１月２６日決定 

関東信越厚生局ビジョン策定委員会 

ひひひととと､､､くくくらららししし､､､みみみらららいいいのののたたためめめににに
関東信越厚生局 

私たち関東信越厚生局は、 

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はたしつつ、 

時代の変化に即応した社会保障政策をおこない、 

将来にわたり国民のみなさまの健康で安全・安心なくらしをささえます。

基基 本本 理理 念念

私たち関東信越厚生局職員は、厚生労働省の「行動指針」をふまえつつ、

厚生労働省と地域社会との架け橋の役割をはたすため、 

  ○地域社会のみなさまの声に十分に耳をかたむけます。 

○行政サ－ビスの点検や見直しをおこない、その向上につとめます。

  ○行政情報を積極的に発信してまいります。 

また、地域社会をささえるために、厚生行政の担い手として、 

  ○公正・中立な立場で職務を遂行いたします。 

  ○法令を遵守し、責任のある行動をいたします。 

  ○自己研鑽にはげみ、自らの向上心を高めます。 

職職 員員 行行 動動規規 範範

２．関東信越厚生局の基本理念・職員行動規範・キャッチフレーズ

《職員行動規範》

私たち関東信越厚生局職員は、厚生労働省の「行動指針」を踏まえつつ、

厚生労働省と地域社会との架け橋の役割を果たすため、

○地域社会の皆様の声に十分に耳を傾けます。

○行政サ－ビスの点検や見直しを行い、その向上に努めます。

○行政情報を積極的に発信してまいります。

また、地域社会を支えるために、厚生行政の担い手として、

○公正・中立な立場で職務を遂行いたします。

○法令を遵守し、責任のある行動をいたします。

○自己研鑽に励み、自らの向上心を高めます。

《基本理念》

私たち関東信越厚生局は、 

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・安心なくらしを支えます。 
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等 

Plan
計画を立てる

Do
実施する

Check
実施状況をチェッ
クする

Action
Planの修正
次のPlanへ反映

関東信越厚生局においては、計画的な業務運営を行うための手法として目標管理方式

による「業務計画」の取組を実施しています。この業務計画については、局内統一ルール

（統一管理様式等）による個々業務の目標や進捗状況の見える化・共有化を皮切りに、6

年度をかけて取組の強化を進めたところであり、ＰＤＣＡサイクルの基盤となっています。 

○「業務計画」の取組経過 

【適切な評価指標の設定・評価、成果のＰＲ】 

【リスクの可視化・十全な対応、不断の業務改善】⇒【プロセス管理の仕組みの構築】 

３．関東信越厚生局の「業務計画」の取組

第２段階：ＰＤＣＡサイクルの推進

第１段階：目標・進捗の見える化・共有化 平成２１年度～ 

第３段階：評価の模索 

平成２２年度～ 

平成２３年度～ 

平成２４年度～ 第４段階：業務品質の向上・評価の向上（基盤整備） 

【局内統一ルール（統一管理様式等）による目標・進捗の管理】 

【アウトカム指標の設定・自己点検（試行実施）】 

【アウトプット指標の設定・目標達成度の自己点検】 

平成２５年度～ 第５段階：業務品質の向上・評価の向上（進化） 

平成２６年度～ 
第６段階：業務品質の向上・効率化の徹底（専門性

の向上・業務の標準化） 
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等 

総務課
          企画調整課
          年金指導課
          年金調整課
          年金審査課

年金審査分室（千葉・東京・神奈川）

４．関東信越厚生局の各部門

社会保険審査官（社会保険審査事務室）

健康福祉課
          医事課 
          食品衛生課
          地域包括ケア推進課
          保険課

企業年金課

管理課
          医療課
          調査課
          特別指導第一課
          特別指導第二課
          指導監査課（埼玉県を管轄）
          都県事務所（茨城・栃木・群馬・千葉・
           東京・神奈川・新潟・山梨・長野）

総務年金部門

健康福祉部門

指導部門

麻薬取締部
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