
Ⅱ 企画調整課 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業計画の策定及び進捗管理 

東北厚生局における、各課、各県事務所は毎年度、事業毎に計画を立て、それを実行し、

結果を評価し、問題点があれば改善できるよう事業計画を策定しています。策定した計画の

進捗状況、評価及び改善点を明確にするため、年３回の幹部によるヒアリングを行うなど、

事業計画に関する業務を行います。 

   ・ヒアリング実施日程 

 実施日程 

期首 平成 31年３月 20日、25日、26日 

中間 令和元年年９月 25日、10月２日、３日、７日 

期末 令和元年２月 18日、20日、26日 

 

（２）「国民の皆様の声」の集計業務 

東北厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」については、毎月、案件ごとに集計し、厚生

労働省の担当部局に報告しています。 

・「国民の皆様の声」報告件数 

 案件内訳 

令和元年度報告件数：17件 

保 険 局：15件 

健 康 局： 1件 

老 健 局： 1件 

 

（３）広報業務 

①東北厚生局ホームページの運用管理 

東北厚生局ホームページの運用を総括するとともに、ホームページの作成から公開まで

管理することができるコンテンツマネジメントシステム（CMS）の運用管理を行っていま

す。 

 

②東北厚生局の業務に関する広報 

    東北厚生局ホームページにおいて、国民の皆様の視点に立ち、フォトレポート等を活用

して、東北厚生局の業務について周知しています。 

   ・令和元年度フォトレポート掲載実績 

１ 総合的な企画立案及び政策の実施に関する総合調整 

企画調整課は、東北厚生局の所掌事務に関する総合的な企画立案及び政策の実施に関す

る総合調整、東北地方社会保険医療協議会の庶務、東日本大震災により被災した市町村の

復興支援に関すること等の業務を行っています。 
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掲載日 所管課 タイトル 

平成 31年 

４月 23日 
年金審査課 

東北地方年金記録訂正審議会（第 5回総会）が開催され

ました。 

令和元年 

５月９日 
年金管理課 

「学生納付特例事務法人指定通知書交付式 in東北文化学園

大学・東北文化学園専門学校」を開催しました。 

令和元年 

６月５日 
年金管理課 

「学生納付特例事務法人指定通知書交付式 in東北福祉大

学」を開催しました。 

令和元年 

６月 17日 
企画調整課 被災者の心のケア事業研修を開催しました。 

令和元年 

６月 26日 
麻薬取締部 

令和元年度北海道・東北地区麻薬取締協議会及び令和元年度

北海道・東北地区麻薬取締職員会議を開催しました。 

令和元年 

７月 11日 
企画調整課 障害者とのつながり研修を実施しました。 

令和元年 

９月２日 
麻薬取締部 令和元年度 自生大麻除去業務 

令和元年 

10月４日 
麻薬取締部 薬物乱用防止啓発キャンペーンを実施しました。 

令和元年 

10月 16日 
企画調整課 第 33回東北地方社会保険医療協議会が開催されました。 

令和元年 

11月５日 
食品衛生課 

令和元年度ＨＡＣＣＰ指導者養成研修会（北海道・東北ブロ

ック）が開催されました。 

令和元年 

11月６日 
企画調整課 加藤厚生労働大臣が宮城県の丸森町を視察されました。 

令和元年 

11月 11日 

地域包括ケア

推進課 

「令和元年度第 1回市町村セミナー（認知症施策）」を開催

しました。 

令和元年 

11月 12日 
健康福祉課 令和元年度補助金等担当者事務説明会を開催しました。 

令和元年 

11月 19日 
麻薬取締部 

令和元年度北海道・東北地区麻薬・覚醒剤乱用防止運動

（北海道大会）を開催しました。 

令和元年 

11月 19日 
麻薬取締部 

令和元年度北海道・東北地区薬物中毒対策連絡会議及び

再乱用防止対策講習会を開催しました。 

令和元年 

11月 21日 
企画調整課 

橋本副大臣と自見政務官が福島県の伊達市と相馬市を視

察されました。 

令和元年 

11月 28日 
企画調整課 認知症サポーター養成講座を実施しました。 

令和元年 

12月 27日 
医事課 

令和元年度医療安全セミナー・ワークショップを開催しまし

た。 
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令和２年 

１月８日 
年金管理課 

令和元年度年金委員及び健康保険委員功労者の厚生労働

大臣表彰伝達式が行われました。 

令和２年 

１月 10日 
年金管理課 

第 11回山形県年金ポスターコンクール受賞作品の表彰が

行われました。 

令和２年 

１月 14日 
年金管理課 

第１回宮城県年金ポスターコンクール受賞作品の表彰が

行われました。 

令和２年 

１月 28日 
保険年金課 

令和 2年度健康保険組合予算編成事務講習会に講師を派遣

しました。 

令和２年 

２月 27日 

地域包括ケア

推進課 

「令和元年度第 2回市町村セミナー（地域包括ケアと地域共

生社会）」を開催しました。 

計 23回掲載 

 

③事業年報の編集 

令和元年度における東北厚生局の業務概要を取りまとめ、事業年報として東北厚生局ホ

ームページに掲載しました。 

 

（４）テーマ別職員研修等の企画及び実施 

東北厚生局の職員を対象に、所管行政に関する制度や施策、現場の状況を十分に理解し、

業務を適切に遂行できる人材を育成するため、各種研修を企画し、実施しました。 

  ・令和元年度テーマ別職員研修実施状況 

日付 タイトル 

平成 31年４月 22日 新任課長等服務研修 

平成 31年４月 24日 東北厚生局業務別オリエンテーション 

令和元年６月４日 被災者の心のケア事業研修 

令和元年６月 24日 行政対象暴力等対応者研修 

令和元年７月５日 障害者とのつながり研修 

令和元年７月 16日 交通安全研修 

令和元年９月 13日 法令遵守(コンプライアンス)及び個人情報管理研修 

令和元年９月 27日 業務研修（薬物乱用防止） 

令和元年 11月 15日 認知症サポーター養成講座 
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令和元年 12月２日、 

６日、10日 
国家公務員倫理研修 

令和２年１月 10日 ハラスメント防止研修 

令和２年１月 17日 ハラスメント相談員研修 

令和２年 1月 27日 
「日本の医療の国際化と世界の医療への貢献」 

に関する職員研修 

令和２年２月 14日 メンタルタフネス研修 

令和２年３月２日 訟務基礎実務研修 

 

 

 

 

（１）概要 

東北地方社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法第１条第２項に基づき東北厚生局

に設置された機関です。委員20名で構成され、主に保険医療機関及び保険薬局の指定及び指

定の取消並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消について審議しています。企画調整課は

事務局として、会議の運営に係る庶務を行っています。 

 

（２）実績 

①協議会 

令和元年度において、以下の通り２回開催いたしました。 

・令和元年度東北社会保険医療協議会開催実績 

開催日 議題 

令和元年10月15日 

１. 部会に属すべき委員及び臨時委員の指名について 

２. 東北地方社会保険医療協議会会長代行の選任について 

３. 保険薬局の指定の取消について 

令和２年３月３日 

１. 部会に属すべき委員及び臨時委員の指名について 

２. 元保険医療機関の指定の取消相当について 

３．保険医の登録の取消について 

４．保険薬局の指定の取消について 

５．保険薬局の指定の取消について 

 

②委員等の改選について 

令和元年10月の任期満了に伴う改選を行い、東北地方社会保険医療協議会委員12名、臨

時委員15名について委嘱状を交付しました。その他、任期途中での交代により、委員１名

２ 東北地方社会保険医療協議会の庶務 
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及び臨時委員２名について、新たに委嘱状を交付しました。 

 

 

 

 

（１）復興支援室について 

復興支援室は、東日本大震災被災市町村の復興を支援するため、平成24年１月、企画調整

課内に設置され、主に以下の業務を行っています。 

① 被災市町村の状況、課題等の把握及び厚生労働省等への報告、連絡調整等。 

② 福島県相双地域等における福祉サービス等の確保のための、課題等を把握し、厚生労働 

省等へ報告。 

③復興庁宮城復興局が主催する宮城復興局員連絡会合への参加。 

④本省幹部職員等の被災地視察時における関係機関等との連絡調整等。 

 

（２）東北厚生局復興支援本部について 

東日本大震災被災地を幅広く支援するために、平成24年５月、東北厚生局内に東北厚生局

復興支援本部が設置されました。復興支援本部では、各本部員が復興支援に関する活動を行

っており、活動の報告等について、復興支援本部内で情報共有を図るための報告会を開催し

ています。また、復興支援本部報告会で報告された情報は厚生労働本省にも報告しています。 

 

 ・令和元年度東日本大震災に係る東北厚生局復興支援本部の活動の主な概要（訪問先別件数） 

 

訪問先 件数 

自治体（県・市町村等）  8件 

 医療機関   5件 

福祉関係施設    4件 

心のケア関係    12件 

その他被災地・施設等      10件 

 

３ 東日本大震災に係る復興支援 
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