
Ⅱ 企画調整課 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業計画の策定及び進捗管理 

東北厚生局においては、毎年度、事業計画を策定し、当該計画に基づく事業を実施してお

ります。企画調整課が主体となって定期的に幹部ヒアリングを実施し、計画の進捗状況確

認・実績評価を行い、事業内容の改善に努めています。 

 

       ・令和２年度事業計画ヒアリング実施実績 

 実施日 

期首 令和２年３月 24日、25日、26 日、27日 

中間 令和２年９月 28日、29日、30 日、10月１日 

期末 令和３年２月 24日、25日、26 日 

 

（２）幹部会議の運営業務 

   東北厚生局においては、局の共通の方針や計画の策定並びに局全体に及ぶ重要事項の検討

などを行い、業務の円滑な運営を図ることを目的とし、毎月、幹部会議を開催しています。

企画調整課は幹部会議事務局として、会議の運営に係る庶務を行っています。 

 

・令和２年度幹部会議開催実績 

 開催日 

開催回数：11回 
令和２年 

４月９日、５月 12 日、６月９日 

７月 10日、９月８日、10月９日 

11月 10日、12月８日 

令和３年 １月 19日、２月９日、３月９日 

 

（３）「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、案件ごとに内容を集計し、

厚生労働本省の担当部局に報告しています。 

 

 

 

 

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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・令和２年度「国民の皆様の声」報告実績 

 案件内訳（本省部局） 

本省部局への報告件数：29件 

保 険 局：25件 

医薬・生活衛生局： ２件 

健 康 局： １件 

年 金 局： １件 

 

（４）広報業務 

①東北厚生局ホームページの管理・運用 

東北厚生局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）の運用管理を行い、ホームページの管理・運用を総括しています。 

 

②東北厚生局の行政活動の広報 

    東北厚生局の事業活動等をホームページにフォトレポートで掲載し、国民に周知してい

ます。 

 

 ・令和２年度フォトレポート掲載実績 

掲載日 所管課 タイトル 

令和２年４月 24 日 年金審査課 
東北地方年金記録訂正審議会（第６回総会）が開催され

ました。 

令和２年８月３日 企画調整課 第35回東北地方社会保険医療協議会が開催されました。 

令和２年 10月 21日 企画調整課 第36回東北地方社会保険医療協議会が開催されました。 

令和２年 11月 16日 企画調整課 東北厚生局において、職員研修を開催しました。 

令和２年 12 月９日 年金管理課 
第 12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 12月 17日 年金管理課 
第２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 12月 17日 年金管理課 
令和２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３年１月 19 日 企画調整課 
東北厚生局において、聴覚障害及び視覚障害に関する職

員研修を開催しました。 

令和３年３月４日 年金管理課 
第１回福島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３年３月 17 日 年金管理課 
第１回岩手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。 

計 10回掲載 
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③事業実績の広報 

毎年度の東北厚生局の事業実績等を取りまとめ、事業年報として東北厚生局ホームペー

ジに掲載しています。 

   

  ④業務内容等の広報 

    毎年度、各課の業務内容等を紹介したパンフレットを作成し、国家一般職採用試験に係

る業務説明会や、市町村・関係団体等への配布等に活用しています。 

 

  ⑤広報事業の検討 

    厚生行政に係る制度の仕組み及び東北厚生局の行う業務内容、活動状況等について、地

域住民及び関係自治体等の理解をより深めるための効果的な方策について検討し、わかり

やすく、国民目線に立った広報を計画的に実施するため、東北厚生局広報委員会を設置し、

随時開催しています。 

 

   ・令和２年度広報委員会開催実績 

開催日 検討内容 

令和２年５月 21 日 

・令和２年度東北厚生局広報実施計画（案）について 

・東北厚生局パンフレットの作成について 

・令和元年度事業年報の作成について 

令和２年７月６日 ・パンフレットの作成方針等について 

     

    また、広報に関する審議事項について具体的な検討を行うため、広報委員会部会を設置

し、随時開催しています。 

     

   ・令和２年度広報委員会部会開催実績 

開催日 検討内容 

令和２年６月 23 日 
・東北厚生局パンフレットの作成について 

・東北厚生局 HPフォトレポート掲載予定について 

令和２年 11月 27日 
・SNSを利用した広報活動について 

・SNSの概要及び官公庁の取組紹介について 

令和３年３月 29 日 ・広報委員会部会 WGの検討結果について 

 

    加えて、若手職員を中心としたワーキンググループ（WG）を結成し、効果的な広報事業

について検討しています。 
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     ・令和２年度 WG開催実績 

開催日 検討内容 

令和２年 12月 11日 

令和２年 12月 18日 

令和２年 12月 23日 

令和３年１月 15 日 

令和３年１月 26 日 

・現行広報の現状及び課題について 

・SNSを活用した広報の目的及び発信内容について 

・SNS運営方針及び運営要領について 

 

（５）職員研修等の企画・実施 

東北厚生局職員を対象とし、行政制度や施策について、制度の趣旨や施策の目的等を十分

に理解し、行政事務を適正に遂行できる人材を育成するため、各種研修を企画・運営し、実

施しています。 

 

  ・令和２年度職員研修等実施実績 

実施日 研修名 

令和２年４月９日 新任課長服務研修 

令和２年４月 23 日 東北厚生局業務別オリエンテーション 

令和２年６月 19 日 令和２年度新人医療担当者基礎研修 

令和２年７月３日 災害時対応研修 

令和２年７月 17 日 SEABISに関する研修 

令和２年８月 21 日 将来の年金やお金のことを自分事化して考えてみよう 

令和２年 10月 19日 薬物犯罪の現状について 

令和２年 10月 30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２年 11 月６日 YouTubeオンラインワークショップ 

令和２年 11月 13日 
人生 100年時代の年金と老後への備え 

～全く新しい将来生活設計の必要性～ 

令和２年 11月 20日 

令和２年 11月 27日 
ハラスメント防止研修 

令和２年 12 月４日 

令和２年 12月 18日 
国家公務員倫理研修 
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令和３年１月 18 日 障害者とのつながり研修 

令和３年２月 19 日 職員の健康管理研修 

令和３年２月 26 日 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 

令和３年３月 15 日 診療報酬の審査支払等について 

 

（６）業務・職場の改善推進 

   局内の業務改善・職場改善を推し進めるため、匿名のアンケート機能を活用して、職員か

らの業務改善・職場改善に関する意見の募集及び取りまとめを行っています。提案された意

見については、幹部会議に報告し局内幹部の情報共有を図るとともに、提案の実施に向けた

検討及び職員からの意見聴取を行う場として、業務・職場改善委員会を設置し、随時開催し

ています。 

 

・令和２年度東北厚生局業務・職場改善委員会開催実績 

開催日 検討件数 

令和２年６月25日 ４件 

 

（７）安否確認サービスの運用・管理 

   東北厚生局においては、大規模な地震が発生した際に、職員及びその家族の安否等を確認

するサービスを導入しています。企画調整課では、職員の登録状況の確認や定期的な安否確

認メールの訓練等、当該サービスに係る運用・管理を行っています。 

 

 

 

 

（１）概要 

東北地方社会保険医療協議会（以下「協議会」という。）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。協議会委員は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

について審議しており、企画調整課は協議会事務局として、会議の運営に係る庶務を行って

います。 

 

（２）協議会の開催 

協議会事務局として、協議会委員等との日程調整や資料作成、会場設営等を行い、協議会

を随時開催しています。 

 

２ 東北地方社会保険医療協議会の庶務 
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・令和２年度東北地方社会保険医療協議会開催実績 

開催日 議題 

令和２年７月28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. 保険医療機関の指定の取消について 

３. 保険医の登録の取消について 

令和２年10月20日 
１. 東北地方社会保険医療協議会会長の選任について 

２. 部会に属すべき委員及び臨時委員の指名について 

 

（３）協議会委員等の任免について 

協議会事務局である企画調整課では、指導監査課や各県事務所、厚生労働本省と連絡調

整し、委員等の委解嘱に係る業務を行っています。社会保険医療協議会法第４条第１項に

基づく半数改選に係る業務のほか、任期途中で退任される委員等の委解嘱に係る業務を行

っています。 

 

・令和２年度協議会委員等の委嘱状交付実績 

任免事由 委嘱状交付人数 

任 期 満 了 に 係 る 交 替 委員 12名、臨時委員 15名（再任含む） 

任期途中の退任に係る交替 委員２名、臨時委員２名 

 

 

 

 

（１）復興支援業務について 

東日本大震災被災市町村の復興を支援するため、企画調整課内に復興支援室を設置し、以

下の業務を行っています。 

① 被災自治体の視察による被災地の取組状況・課題等の把握 

② 被災者の心のケア支援事業の取組状況・課題等の把握 

③ 行政機関等の復興支援に係る取組状況の把握及び連携促進 

④ 東北厚生局復興支援本部報告会の開催及び厚生労働本省への報告 

⑤ 被災地マップの更新 

 

①被災自治体の視察による被災地の取組状況・課題等の把握 

被災自治体を視察し、自治体や関係機関との意見交換を通して、復興への取組状況や課題

等について把握しています。 

 

 

 

３ 東日本大震災に係る復興支援 
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・令和２年度被災地視察実績 

視察日 視察先 

令和２年７月14日 福島県福島市、南相馬市、飯舘村 

令和２年11月４日 岩手県釜石市 

令和２年11月５日 岩手県陸前高田市 

令和２年12月７日 宮城県石巻市、女川町 

 

  ②被災者の心のケア支援事業の取組状況・課題等の把握 

   被災者の心のケア支援事業の取組状況や課題等を把握するため、①の被災地視察のほか、

心のケアセンターが主催する会議に出席し、意見交換をしています。 

 

・令和２年度心のケアに係る各種会議への出席実績 

開催日 会議名 

令和２年11月26日 ふくしま心のケアセンター関係者連携会議 

令和３年３月８日 令和２年度心のケアセンター連携強化会議 

令和２年７月16日 

令和２年９月17日 

令和２年10月22日 

令和２年11月19日 

令和３年１月21日 

令和３年２月18日 

ふくしま心のケアセンター月例会議 

 

  ③行政機関等の復興支援に係る取組状況の把握及び連携促進 

   ①や②のほか、行政機関等の復興支援に係る取組状況の把握や、行政機関等との連携を図

るため、復興庁（復興局）や自衛隊が主催する各種会議に出席し、意見交換をしています。 

 

  ・令和２年度復興・災害対策等に係る各種会議への出席実績 

開催日 会議名 

令和２年９月２日 令和２年度危機対策連絡会及びみちのく ALERT第２回調整会議 

令和３年１月13日 復興に関する東北管区行政機関意見交換会 

 

④東北厚生局復興支援本部報告会の開催及び厚生労働本省への報告 

復興支援本部内で情報共有を図るため、定期的に復興支援本部報告会を開催し、被災地視

察や会議等で収集した資料やヒアリング内容について報告しています。 

また、報告会資料や概要等については厚生労働本省に報告しています。 
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・令和２年度東北厚生局復興支援本部報告会開催実績 

開催日 報告内容 

令和２年６月９日 

・福祉事業復興支援調整について（災害査定の実施状況等） 

・令和元年度相双地域福祉・介護人材育成確保対策会議概要に

ついて 

・相双地域等医療・福祉復興支援センターの体制について 

令和２年９月８日 
・相双地域の医療福祉施設の状況視察の概況について 

・福祉事業復興支援調整について（災害査定の実施状況等） 

令和２年12月８日 

・東日本大震災に係る被災地視察（岩手県釜石市・陸前高田市）

について 

・福祉事業復興支援調整について（災害査定の実施状況等） 

令和３年２月９日 
・東日本大震災に係る被災者の心のケア支援事業等について 

・福祉事業復興支援調整について（災害査定の実施状況等） 

 

⑤被災地マップの更新 

   被災市町村の基礎データ（人口等）や被災施設の復旧状況、視察実績等を定期的に更新し

ています。 
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