
第1号様式
所属進行表

局名 部名

保健福祉局 福祉部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　補助金執行状況等（数字で表せるもの） 

　①　老人福祉施設施設整備費補助金の交付

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床） (410床) (320床) (230床) (0床) (△120床) (840床)

1,212,270千円 782,850千円 219,300千円 153,000千円 0千円 △30,600千円 1,124,550千円

*

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３施設　△57,120千円　△210床

*

１施設　△30,600千円　△120床

高齢施設課

交付決定額

所　属

業務運営進行表
（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　高齢施設課では、介護保険法及び老人福祉法等の規定に基づく介護保険施設及び老人福祉施設等に対する許認可
や運営指導、介護保健施設等の整備に対する助成などを行っている。

室・課（出先は所属）名

  常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な高齢者のための特別養護老人ホームの
整備促進を図るため、事業を実施する法人に対し補助を行う。

交付決定額等　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
項目

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、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。

年間目標
（計画）

施設数（床数）

所属のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1388/

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ことによる減額。

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ことによる減額。

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

2,479,008 109,224 128,191 64,555 2,124,977 △ 178,414 2,248,533

11,623 13,862 13,862

3,016 717 811 714 2,656 4,897

2,493,647 109,941 129,002 65,269 2,141,495 △ 178,414 2,267,292

項目 (再)配当額

事業費 6,122,402 417,321 493,873 1,021,030 911,132 2,823,731 5,667,086

維持管理費 0

計 6,122,402 417,321 493,873 1,021,030 911,132 2,823,731 5,667,086

23,073 20,655 21,230 22,077 87,034

1,669 64 1,686 124 3,544

11,901 11,890 23,790

36,643 20,718 34,805 22,201 114,368

5,864 5,864 5,954 5,954 23,637

2,957 2,957 2,957 2,957 11,827

45,464 29,539 43,717 31,112 0 149,832

462,784 523,412 1,064,746 942,244 2,823,731 5,816,918

△ 352,844 △ 394,411 △ 999,477 1,199,251 △ 3,002,145 △ 3,549,626

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

繰入金

国庫支出金

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 16 16 16
再任用職員

臨時的任用職員

非常勤職員 1 1 2 2
計（人） 17 17 18 18

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1388/


　②　介護老人保健施設整備費補助金の交付

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

2施設 1施設 1施設 0施設 0施設 - 2施設

（200床） (100床) (100床) (0床) (0床) - (200床)

93,500千円 28,050千円 14,025千円 0千円 0千円 - 42,075千円

* 平成25年度中の工事進捗率の見直しによる交付決定額の減額　　２施設　△51,425千円

２　業務実績（数字で表せないもの） 

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

項目

交付決定額

年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

項目 実績・進捗状況

　看護、医学的管理の下の介護、リハビリテーション等を受けることにより在宅復帰をめざす高齢者のための介
護老人保健施設の整備促進を図るため、事業を実施する法人に対し補助を行う。

施設数（床数）

介護保険施設等における身体拘束の廃止を推進
するため「身体拘束廃止推進モデル施設研修」
を実施する

研修委託事業の実施に向けた契約事務等の実施

研修委託契約を締結し、研修実施計画や研修受講施
設を決定するなど研修実施に向けた準備を実施。

身体拘束廃止推進モデル施設研修の全日程5日間の
うち4日間を終了。

身体拘束廃止推進モデル施設研修の5日間の全日程
を終了。受講修了者20名、受講修了施設11施設。

介護保険施設等において、適切にたんの吸引等
を行うことができる介護職員を養成するため
「たんの吸引等に係る介護職員等研修」を実施
する

研修委託事業の実施に向けた契約事務等の実施

研修委託契約を締結し、研修を実施中。
喀痰吸引等研修事業については全日程のうち基本研
修（講義）を７回中６回終了。指導者育成事業につ
いては全日程（２回）を終了。

喀痰吸引等研修事業については全日程のうち基本研
修（講義・演習）及び筆記試験を終了。

喀痰吸引等研修事業については基本研修及び実地研
修の全日程を終了。受講修了者96名。

サービス付き高齢者向け住宅の適正な運営を指
導するため、運営指導の指針を策定する

課内での指針（案）の策定作業、住宅計画課との調
整

課内検討後の素案について住宅計画課と調整中

指針（案）の庁内調整を終了し、パブリックコメン
トを開始

その後の検討の結果、指針（案）を修正し、社会福
祉審議会で審議した。その結果を踏まえて、指針策
定を次年度前半に行うこととした。



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

施設整備に関する補助金については順次交付決定しており、その他の補助金に
ついても概ね順調に進捗している。
研修委託事業については計画どおり事業を進めている。
その他介護保険法等に基づく指導及び指定等の事務なども合わせ、所管業務の
運営状況は概ね順調である。

０４５（２１０）４８５１

所属長評価

施設整備に関する補助金については、事業者による開発に係る手続きに時間を
要したことなどから、一部、計画どおりに進捗していない事業がある。
基金を活用した介護基盤の緊急整備及び施設の開設準備に対する補助金につい
ては、事業の中止、延期等により、一部計画どおりに進捗していない事業があ
る。
その他の補助金については概ね順調に進捗している。
研修委託事業については、計画どおりに事業を進めている。
その他介護保険法等に基づく指導及び指定等の事務なども合わせ、所管業務の
運営状況は一部を除き概ね順調である。

施設整備に関する補助金については、事業者による開発に係る手続きに時間を
要したことなどから、一部の事業が計画どおりに進捗しなかったため、当該年
度での交付決定の見送りや交付決定額を減額する対応をした。
基金を活用した介護基盤の緊急整備及び施設の開設準備に対する補助金につい
ては、個々の事業者の事情により中止、延期等した事業があり、一部について
交付決定額の減額等の対応をした。
その他の補助金については概ね順調に進捗している。
研修委託事業については、計画どおりに事業が終了した。
その他介護保険法等に基づく指導及び指定等の事務なども合わせ、所管業務は
一部を除き概ね順調に事業運営されている。

施設整備に関する補助金及び基金を活用した補助金については、個々の事業者
の事情等により、一部計画どおりに進捗しなかったため、やむを得ず、交付決
定の見送りや減額の対応等を行った。今後は、市町村及び事業者に対して、今
まで以上にきめ細かい指導、助言に努めていく。
その他の補助金や研修委託事業、介護保険等に基づく指導及び指定等の事務な
どについては、概ね計画どおりに事業運営することができたが、今後もより一
層効率的な事務執行に努めていく。

年度当初に集中する補助金執行業務の適切な処理、研修委託事業の契約に向け
た計画的な事務執行、集団指導講習会における介護保険施設等に対する適切な
運営指導等、所管業務の運営状況は概ね順調である。

連絡先（電話番号）


