
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要　保健福祉局内の主な業務を、総務室及び部ごとに紹介します。

Ⅱ　収支の状況 （単位：千円）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計
年間計画額
16,744,979 1,583,370 2,733,639 3,417,928 13,201,613 17,217 20,953,766
2,118,662 604,284 325,933 625,524 411,892 37,391 2,005,024

80,276 26,981 5,800 4,801 4,794 1 42,377
673,245 4,817 21,830 596,337 5,857 32,941 661,783

29,678,441 2,151,645 4,171,177 3,809,372 12,194,064 47,077,182 69,403,440
49,295,603 4,371,097 7,258,380 8,453,961 25,818,221 47,164,732 93,066,390

項目 (再)配当額
事業費 336,832,587 32,794,763 49,064,764 106,338,147 109,626,048 13,362,762 311,186,484

維持管理費 2,703,560 311,275 479,144 805,012 502,261 474,247 2,571,939
計 339,536,146 33,106,040 49,543,906 107,143,157 110,128,309 13,837,007 313,758,419

2,478,484 2,380,322 2,386,589 2,395,278 9,640,673
158,517 22,200 153,771 22,134 356,623

1,429,394 -3 1,509,043 -3 2,938,432
4,066,400 2,402,521 4,049,404 2,417,413 12,935,738

598,496 602,046 601,510 599,893 2,401,944
289,374 290,616 290,226 289,077 1,159,293

4,954,266 3,295,177 4,941,136 3,306,375 0 16,496,955

38,060,301 52,839,080 112,084,297 113,434,691 13,837,007 330,255,377

△ 33,689,204 △ 45,580,700 △ 103,630,336 △ 87,616,470 33,327,725 △ 237,188,987

Ⅲ　職員配置状況　
区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 1,568 1,577 1,574 1,569
再任用職員 74 73 73 72

臨時的任用職員 53 96 97 107
非常勤職員 682 716 696 681
計（人） 2,377 2,462 2,440 2,429

１　保健医療部
 (1) いのちに関する新たな課題への積極的なアプローチ

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

給与計

項目 事業内容 実績・進捗状況

マイカルテプロジェク
トの推進

　慶應義塾大学との共同研
究・協働実験として、お薬
手帳の電子化による効果等
を検証するための実証実験
を行う。
※参加者年間目標　100人

　５月15日に藤沢湘南台病院周辺の４薬局で実証実験を開始し
た。（参加者は６月末時点で149人。）

　10月中に実証実験の参加薬局・協力病院の募集や、民間事業
者による実証実験の運営主体となる事業者の募集を開始するた
め、参加要件等について検討するとともに、９月補正予算案を
提案した。

　９月補正予算が議決され、10月～11月に実証実験の産科薬
局・協力病院や民間事業者を募集したところ、34薬局・２病
院、１事業者から応募があった。

　協力病院３病院・参加薬局50薬局となり、参加者が493人まで
増加した。（３月20日現在）
　また、実証実験の期間を平成26年９月まで延長した。

Ⅳ　業務実施状況（25年度の重点取組に位置付けられる事業等を記載）

収入計(A)

給与 (下記手当を除く)

支出済額

支出計

収
入

収入科目

業務運営進行表

収入済額
国庫支出金

分担金及び負担金
その他

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

２　保健医療部
・医療提供体制の整備、医療法に基づく許認可を行っています。
・保健医療人材の確保や国際的医療人材養成に取り組んでします。
・国保・後期高齢者医療保険制度の適切な運用を行っています。
・感染症対策、がん対策、たばこ対策、健康づくりの推進、
　疾病予防や治療の支援を行っています。
・健康寿命日本一の実現に取り組んでいます。

４　生活衛生部
・理容・美容所、クリーニング所、旅館及び公衆浴場に関する許認可及び指導を行っています。
・調理師免許に関することを行っています。
・温泉、墓地、海水浴場に関する許認可及び指導、水道の許認可及び指導を行っています。
・食品衛生法に基づく食品関係営業施設に対する許認可、監視指導、食品等の検査を行っています。
・動物愛護、狂犬病予防に取り組んでいます。
・薬事法に基づく薬局等の許認可・指導、麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止の推進、献血の推進を行っています。

財産収入
使用料及び手数料

局名 保健福祉局

３　福祉部
・地域福祉施策の総合的な企画調整を行っています。
・社会福祉法に基づく法人の指導監査・認可を行っています。
・バリアフリーの街づくりの推進に取り組んでいます。
・介護支援専門員や介護職員等の福祉人材の確保・充実を行っています。
・高齢者福祉施策の推進、高齢施設の整備・運営指導、介護保険法の推進に取り組んでいます。
・障害者の社会参加の推進や地域生活支援、障害者総合支援法の施行、障害福祉施設の整備・運営指導を行っています。
・生活保護法の施行、戦没者遺族等の援護などの業務を行っています。

１　総務室
・　保健福祉局の予算を立案し、事業を推進しています。
・　保健福祉局関連の議会に関する業務や広報、広聴（県民から政策に対する意見・提案を伺うこと）を行っています。
・　保健福祉局の収入・支出の経理業務を行っています。
・　保健福祉局所属職員の人事等の業務や、不祥事防止対策を行っています。
・　保健福祉分野等で功績をあげられた県民の方を表彰しています。
・　県保健福祉事務所・衛生研究所に関する業務を行っています。

期末勤勉手当

共済費相当額
退職手当相当額

配置職員数

（＊１）差額の△(マイナス)には、県税や県債等を充当しています。
（＊２）所属進行表の額を集計しているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

　　　　　　差額(A)-(B)　　 (＊１)
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業
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計
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人
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費

 

健康寿命日本一を目指し、未病を治すかながわ宣言(Ｈ26.1.8)を発表 

(「未病を治すかながわ宣言」イメージキャラクター ミビョーナ・ミビョーネ ) 

健康寿命日本一への取組について http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/ 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (2)健康寿命日本一を目指して

　①「健康寿命日本一」の達成に向けた推進体制の整備

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

延べ500人 0 110 241 190

　「看護師になるなら神奈川県、看護職員として働くなら神奈川県」といわれるよう看護教育の神奈川モデルの実践に取り組む。

実績・進捗状況

　漢方サポートセンター（仮称）の開設に向けて、県立病院機
構と準備を進めた。

 漢方サポートセンターの内容について、地方独立行政法人神奈
川県立病院機構と調整を行った。

 漢方サポートセンターの内容・予算について、地方独立行政法
人神奈川県立病院機構と調整を行った。

漢方サポートセンターの平成26年４月開設に向けて、地方独立
行政法人神奈川県立病院機構と準備を進めた。

項目 事業内容

漢方サポートセンター
（仮称）の開設に向け
た準備

　漢方などの東洋医学によ
る治療を実践する漢方外来
の充実に取り組むため、漢
方サポートセンター（仮
称）の開設を進める。

項目 事業内容

健康寿命日本一戦略会
議の設置、施策の検討
実施

・県民の健康づくり推進の
ための効果的な施策を検討
するため、戦略会議を設置
し、検討を進める。
・戦略会議から提案された
取組を可能なものから順次
施策化し、速やかに実行に
移す。

項目 事業内容 実績・進捗状況

国際的な医療人材の養
成

特区制度を活用した国際的
な医療人材の養成機関設置
に向け、規制の洗い出し等
の調査を実施するととも
に、シンポジウムを開催す
る。

　最終報告について県議会及び県医療審議会に報告した。ま
た、３月29日にシンポジウムを開催した。

第４・四半期

第１・四半期
 「准看護学科」の募集停止（25年４月の入学生が最後）及び26年度からの「第一看護学科」の入学定員増に
伴う学校運営方法の検討を行った。

第２・四半期  「第一看護学科」の入学定員増に伴う国への変更承認申請事務等を実施。

 「第一看護学科」の入学定員増に伴う国への変更承認申請事務等を実施。
「第一看護学科」の入学定員増に伴う課程変更の指定申請等に伴う国の実地調査を実施

  ①　県立看護師養成施設の養成数の拡充と実践的な教育の充実に向けた整備

項目
年間目標
（計画）

実　績　人　数　　　　　　　　　　　　　　　(単位：人)

モデル事業参加人数

第３・四半期

実績・進捗状況

・会議設置要綱を制定するとともに、会議構成員の選任を行
い、会議開催に向け準備を進めた。
・戦略会議は第２・四半期からの開催のため実績はないが、Ｃ
ＨＯ構想の検討など、県民の健康づくり推進のための取組みに
ついて検討を行った。

・７月２日及び９月４日に会議を開催し、健康寿命日本一の達
成に向けた議論を行った。
・戦略会議の議論を踏まえ、県民の健康づくり推進施策の具体
化に向けた検討を行った。

・年内の開催を予定していたが、構成員の日程が合わず、１月
28日に開催することとした。
・戦略会議の議論及び具体化に向けた検討を踏まえ、来年度実
施のための予算編成等を行うとともに、一部事業について年度
内実施に向けた準備を行った。

･1月28日に開催し、これまで議論されたアイディアと事業展開
の方向の整理及び「未病を治すかながわ宣言」にあたっての課
題について議論を行った。

 　・県立衛生看護専門学校における40名増に向けた取組み

時期 実績・進捗状況

項目 事業内容 実績・進捗状況

病院前救護等の充実

救急救命士の職域拡大及び
ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の普及促進について検
討する。

　部局を超えて課題を検討するため、クロスファンクション・
ラウンドテーブル会議の設置準備を行った。

　クロスファンクション・ラウンドテーブルを開催し、部局を
超えて課題の検討を行った。

　平成26年度からの全交番へのＡＥＤ設置に向け、警察本部と
の調整等の準備を行った。

　平成26年度からの全交番へのＡＥＤ設置に向け、入札手続き
を行った。

項目 事業内容 実績・進捗状況

子どもの死因究明の推
進

子どもの突然死を予防する
ため、平成26年度からの死
因究明調査の実施に向け、
平成25年度は研究会（仮
称）を立ち上げ、調査方法
等の研究を行う。

　研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定している。

　平成26年４月のがんワクチンセンター開設に向け、諸準備を
行った。

  研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定している。

  研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定している。

項目 事業内容

　研究会（仮称）設置に向け、構成員を選定している。

累計

541

実績・進捗状況

革新的・独創的な医療
技術の展開

　必要な与件を整理し、調査を開始した。

　引き続き、調査を実施した。

　中間報告について県議会に報告するとともに、引き続き調査
を実施し、12月末に調査結果をとりまとめた。

　②「かながわ保健指導モデル事業」の推進
      生活習慣病のハイリスク者をターゲットとして効果的に生活習慣改善につなげる保健指導方法を構築する取組を３市町
　　（海老名市・寒川町・大磯町）と協働で実施し（県保健師を６月から市町に派遣）、生活習慣病予防・重症化予防に取り
　　組む。

 (3)「ナースなら神奈川県」を目指して

「がんぺプチドワクチン療
法」の臨床への応用に向け
た取組みとして、「（仮
称）がんワクチンセン
ター」の開設を進める。

　県立がんセンターでの実施に向け、県立病院機構との協議及
び課題の洗い出しを実施した。

 平成26年４月のがんワクチンセンター開設に向け、ワクチン提
供元と研究の核となる者の確保について、調整を行っている。

　平成26年４月のがんワクチンセンター開設に向け、 責任者と
なる医師の確保等を行った。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


　③　看護実践教育アドバイザーモデル事業及び看護師の離職防止研修等の開催

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　福祉部

 (1)高齢者支援施策の推進
　①高齢者を標準とするしくみづくりの構築

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　②在宅での介護が困難な高齢者のための施設の整備促進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計
14施設 5施設 3施設 3施設 0施設 △1施設 10施設

（1,170人） (410人) (320人) (230人) (0人) (△120人) (840人)
2施設 1施設 1施設 0施設 0施設 - 2施設

（200人） (100人) (100人) (0人) (0人) - (200人)

＜特別養護老人ホーム＞

* 平成25年度中の工事着工が困難となった事業について、当該年度の交付決定を見送った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３施設　△210人

* 平成25年度中の工事着工が困難となった事業について、当該年度の交付決定を取り消した。

１施設　△120人

　③高齢者等が地域で安心して暮らせる地域社会づくり

　　・孤立死・孤独死を未然に防止するための「地域見守り体制」の構築

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

協定締結数
９団体
(累計20団体)

15
(累計26)

0
(累計26)

0
(累計26)

7
(累計33)

1 3 7

　　・地域における民生委員の確保

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3,996人
(12/1計画定

数)

3,874人
/3,933人

(現員数/定数)

3,875人
/3,934人

(現員数/定数)

3,895人
/3,990人

(現員数/定数)

3,930人
/3,990人

(現員数/定数)

項目
年間目標
（計画）

実績

欠員なき委嘱

孤立死・孤独死防止に
向けた民間事業者との
協定締結の拡大

22
(H24年度～累計33)

（前年度実績） 11

※定数は地域の実情を踏まえ、変動することがあります。

累計

3,930人/3,990人
(現員数/定数)

受動喫煙防止条例の見直し検討

 受動喫煙防止に関する県民意識調査・施設調査の実施及び事業
者団体等への意見照会の実施(6月）

 条例の見直し検討に向け、従来から設定されている神奈川県た
ばこ対策推進検討会に加え、新たに「神奈川県公共的施設にお
ける受動喫煙防止条例」見直し検討部会を設置し検討を行っ
た。（８月：第１回検討会・検討部会、第２回検討部会開催）

・神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の見直し検討
　⇒条例の見直し検討に向け、従来から設置されている神奈川
県たばこ対策推進検討会に加え、新たに「神奈川県公共的施設
における受動喫煙防止条例」見直し検討部会を設置し検討を
行った。(10月：第2回検討会・第3回検討部会、11月:第3回検討
会・第4回検討部会開催）
　⇒見直し検討の結果、条例の改正等の必要はないと結論(12
月)

・受動喫煙防止条例の見直し検討結果を踏まえ、条例内容や健
康影響に関する普及啓発の充実に取り組むこととし、1月から順
次、行政、事業者団体等を訪問し、受動喫煙防止対策の更なる
推進について協力の依頼を行った。

 看護実践教育アドバイザー及び派遣施設の決定を行った。

第３・四半期  看護実践教育アドバイザーによる実習支援の開始

 (4)たばこ対策

項目 実績・進捗状況

介護老人保健施設整備
数

（人数）

項目
年間目標

（計画団体
数）

実績団体数　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

累計

「高齢者を標準とするしくみづくり検討委員会」に
よる検討
　※25年度中に検討結果を取りまとめる。

　第３回検討委員会を開催し、健康(介護･医療)、生きがい･支
え合い等について検討した。

　第４回検討委員会開催に向けて準備作業を行った。

　第４回、第５回検討委員会を開催し、第４回では住まいにつ
いて、第５回では移動手段、情報提供システム等について検討
した。

　第６回検討委員会を開催し、中間とりまとめ等について検討
した。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　(単位：千円)

特別養護老人ホーム整
備数（人数）

項目 実績・進捗状況

第４・四半期 「看護学科」10人増を踏まえた入学試験の実施

時期 実績・進捗状況

 関係機関との調整及び看護実践教育アドバイザー派遣施設の選定を行った。

  ②民間看護師養成施設の養成数の拡充(270名増）

第４・四半期

第１・四半期  看護師養成所の新設あるいは入学定員増に伴う国への指定申請事務等へ支援を実施した。

時期 実績・進捗状況

時期

 看護師養成所の新設及び課程変更の指定申請等に伴う国の実地調査（２施設、110人分）を実施

 看護師養成所の新設及び課程変更の指定申請等に伴う国の実地調査（２施設、160人分）を実施

 　・県立保健福祉大学における10名増に向けた取組み

実績・進捗状況

第１・四半期  「看護学科」の入学定員増に伴う変更承認申請書を文部科学省へ提出した。

第２・四半期
 「看護学科」の入学定員増に伴う変更承認申請書を文部科学省へ提出した。の入学定員増に対する文部科学
省からの変更承認受理。神奈川県立保健福祉大学条例施行規則及び県立保健福祉大学学則における看護学科
入学定員数の項を80人から90人に改正。

第３・四半期 「看護学科」10人増に対応するための教室等設備整備実施

第３・四半期

第２・四半期  看護師養成所の新設及び課程変更に伴う国への指定申請事務等（４施設、270人増分）を実施した。

第１・四半期

第２・四半期

第４・四半期  看護実践教育アドバイザーによる実習支援の実施
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第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　生活衛生部
 (1)理容所及び美容所における洗髪設備設置義務化の円滑な実施

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期
 (2)動物愛護管理推進計画の見直し

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期
 (3)薬物乱用防止に向けた違法ドラッグ対策の取組状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

200 49 26 34 24

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

かながわ障害者計画の改定

① 障害当事者等との意見交換会を実施。
② 福祉21推進会議障害福祉部会を開催し、庁内関係課へ計画改
定のスケジュール等について報告。

① 障害者施策審議会において、計画素案作成についての意見聴
取。
② 施策の基本的方向について関係室課に照会。

① 障害者施策審議会において、計画素案（イメージ）について
の意見聴取。
② 障害当事者等との意見交換会において、計画素案（イメー
ジ）についての意見聴取
③ ①②の結果を踏まえた計画素案について、パブリックコメン
トを実施。

①　障害者施策審議会において、計画案について審議。
②　障害者当事者、市町村障害福祉主管課長、社会福祉審議会
等への計画案の説明・報告。
③　計画改定

項目 実績・進捗状況

障害者の地域生活支援の推進

① 障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）の交付決
定
② 在宅障害者福祉対策推進事業補助金の交付に向けた市町村調
整
③ 発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域生活の支
援にかかる事業を実施。
④ 障害福祉サービス事業所等に対して、会議等で事業を周知。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

法改正や国が示す指針等を踏まえた見直し
・動物の殺処分数等の新たな数値指標の設定

 平成24年度実績等の検証、国が示す指針改正状況の確認を実施
した。

 新たな数値指標の設定を含めた改定素案を作成した。

 改定素案に対するパブリックコメントの実施、改定案の作成

パブリックコメントの結果等を反映し、計画を改定

運用通知・対応マニュアルの作成

 各保健福祉事務所の意見等を踏まえ、改正条例の運営上留意す
べき事項について整理中

 運用通知・対応マニュアルの作成

 運用通知等に基き対応

 運用通知等に基き対応

違法ドラッグの販売実態把握及び販売自粛要請などを行うため、販売店に対して立入検査を行う。

項目 実績・進捗状況

重度障害者医療費助成制度の精神障害者への適用拡
大
（目標：全県33市町村　平成24年度末　20市町村）

 平成24年度末の20市町村から27市町村に適用拡大

 更なる適用拡大に向け市町村と調整

 27市町村から31市町村に増加

 更なる適用拡大に向け市町村と調整

　平成25年第１回県議会定例会において、理容師法施行条例及び美容師法施行条例が一部改正され、理容所及び美容所に洗髪設備の
設置が義務付けられたことを受け、平成25年10月からの円滑な施行のための事業者等への制度の周知と適切な運用に努める。具体的
には、保健福祉事務所と調整を図りながら、運用通知及び対応マニュアルを作成し、事業者等からの問い合わせに適切に対応する。

項目 実績・進捗状況

 (3)障害者の地域生活支援の推進

① 障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）の支払い
② 在宅障害者福祉対策推進事業補助金の市町村への交付決定・
支払い
③ 発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域生活の支
援にかかる事業を継続して実施。

① 障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）の支払
い。
② 在宅障害者福祉対策推進事業補助金の市町村への支払い。
③ 発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域生活の支
援にかかる事業を継続して実施。

① 障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）の支払
い。
② 在宅障害者福祉対策推進事業補助金の市町村への支払い。
③ 発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域生活の支
援にかかる事業を継続して実施。

累計

連絡先（電話番号） 保健福祉局総務室　045-210-4618

局長評価

　新たな課題に対して、関係機関・団体や局内・他局と連携しながら、体制整備や調査・モ
デル事業などに着実に取り組み、目標達成に向けて各業務ともしっかりとスタートを切るこ
とができた。
　また、新型インフルエンザや風しん対策等、緊急的に対応が必要となった業務に対しても
迅速かつ的確に対応した。

　関係機関・団体や局内・他局と連携しながら、施策の具体化や条例見直し、計画改定等に
向けた検討や調整を進めるとともに、新規事業の具体的な業務スタートや計画改定素案の作
成、さらなる取組強化のための予算化を行うなど、目標達成に向けて着実に業務を推進する
ことができた。

　引き続き、関係団体等と連携しながら、施策の具体化や条例の見直し、計画改定等に向け
た検討や調整を進めた。目標達成に向け、新規事業等を着実に推進するとともに、条例見直
しの検討結果や調査結果の取りまとめ、来年度の事業実施のための予算編成等の調整などに
も取り組んだ。

　目標達成に向けた関係団体や庁内での最終調整に取り組み、計画改定や年間目標達成の成
果を上げるとともに、今後も目標達成に向けて取り組む業務については新たな課題に対応し
ながら引き続き調整を実施した。

  いのちに関する新たな課題（マイカルテプロジェクトの推進等）や健康寿命日本一を目指
した取組、看護師養成数の拡充に向けた取組などに積極的に取り組んだ。また、受動喫煙防
止条例の見直し検討や障害者計画や動物愛護管理推進計画などの計画改定を着実に実施し
た。なお、動物保護センターにおける平成25年度の犬の殺処分数はゼロを達成した。
　このように、県民の健康や福祉の向上に向け、新たな課題や緊急的に対応が必要となった
業務等に積極的に取り組み、着実に成果を上げることができた。

立入調査件数

項目 年間目標

133

実績
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