
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　事業実施状況（数字で表せるもの）

　①　介護給付費負担金の交付

　　　介護保険法に基づき市町村に対して、介護給付及び予防給付に要する経費の一部を負担する。

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

33市町村 33 33

72,532,731千円 72,532,731 △ 656,497 71,876,234

　②　地域支援事業費交付金の交付

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

33市町村 33 33

2,045,399千円 2,045,399 △ 41,736 2,003,663

　③　介護ロボットの普及推進

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

71 137 90 85 383

市町村数

項目
年間目標
（計画）

市町村数、交付決定額　　　　　　　　　　(単位：市町村数、千円)

交付決定額

　　　介護現場での負担軽減や人員不足の解消を図るため、「介護ロボット普及推進センター」を設置し、介
    護施設等の関係者に対し、介護ロボットの活用現場を体感する機会を設け、介護ロボットの普及推進を図
    る。

項目
年間目標
（計画）

実績人数　　　　　　　　　　　　(単位：人)

介護ロボット普及推
進センター見学者数

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属
室・課（出先は所属）名 所属HPアドレス

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1393/

　高齢社会課では、老人福祉法・介護保険法の規定に基づく高齢者
保健福祉計画の策定や、介護保険制度の運営、その他高齢者施策に
関することなどを行っている。

高齢社会課

項目

市町村数

交付決定額

年間目標
（計画）

市町村数、交付決定額　　　　　　　　　　(単位：市町村数、千円)

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債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。

　　　要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に、介護予防事業などを行う地域支援事業に要す
    る経費の一部を市町村に対して交付する。

介護ロボットを活用している特別養護老人ホームの様子 
 写真の右側に写っているのがコミュニケーションパートナー 

 ロボットＰＡＬＲＯ(パルロ) 

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

4,417 325 355 329 233 1,243

48,337 2,718 3,238 6,418 29,971 71,868 114,213

91,749 34,020 79,889 △ 38,386 75,523

144,503 3,043 3,594 40,767 110,093 33,482 190,979

項目 (再)配当額

事業費 74,844,148 12,513,833 17,746,656 23,285,626 21,251,698 △ 17,009 74,780,804

維持管理費 0

計 74,844,148 12,513,833 17,746,656 23,285,626 21,251,698 △ 17,009 74,780,804

24,060 22,363 22,944 24,438 93,805

1,824 247 1,811 291 4,173

13,848 14,390 28,238

39,732 22,610 39,145 24,729 126,216

6,225 6,225 6,225 6,225 24,900

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

48,914 31,792 48,327 33,911 0 162,943

12,562,747 17,778,448 23,333,953 21,285,609 △ 17,009 74,943,747
△ 12,559,704 △ 17,774,854 △ 23,293,186 △ 21,175,515 50,491 △ 74,752,768

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

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

財産収入

諸収入

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 5 6 6 6

計（人） 21 22 22 22

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1393/


　④　生きがい対策の推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3,800 131 420 1,916 37

　⑤　認知症対策の推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

400 0 94 187 96

700 194 158 157 211

２　業務実績（数字で表せないもの） 
　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　かながわ感動介護大賞表彰事業の継続実施

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　③　運動等による介護予防の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

介護予防・生きがいづくり支援事業の取組状況

　ドキュメンタリー番組をＤＶＤ化し、保健福祉
大学等に教材用として配布するとともに、感動介
護エピソード作品集を作成した。
　また、第３回実行委員会を開催し、次年度に向
けた課題等について検討した。

　健康体操等の活動を実施する団体について、募
集を行った。

　健康体操等の活動を実施する団体を決定し、支
援を開始した。

　健康体操等の活動を実施する団体に対し、支援
を実施した。

　健康体操等の活動を実施する団体に対し、支援
を実施した。

　　　高齢者が健康で生きがいのある生活を続けられるよう、日ごろの文化、スポーツ活動の成果を発表する
    場である「ゆめかながわシニアフェスタ」について、継続して取り組む。

年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）

ゆめかながわシニア
フェスタ参加者数

　　　認知症の人が、地域において尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができるよう、認知症の人に対
    する介護人材の養成の充実、認知症の人や家族等に対する相談体制の充実など総合的な認知症対策を推進
    する｡

認知症介護実践者研
修の修了者数

かながわ認知症コー
ルセンターの相談者
数

累計

2,504

項目

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）

　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。

　　　有識者会議「高齢者を標準とするしくみづくり検討委員会」を継続的に開催して検討を進め、25年度中
    に検討結果を取りまとめる。

累計

377

720

項目 実績・進捗状況

検討委員会による検討状況

　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。

　　　介護現場のイメージをプラスに転換する取組みとして、介護現場に光をあて、介護従事者の社会的評価
　　が向上するよう、当該事業の取組みを継続するとともに、民間企業等との協働によるドキュメンタリー番
　　組等を作成する。

項目 実績・進捗状況

かながわ感動介護大賞表彰事業の取組状況

　協賛企業等の募集を行うとともに、第１回実行
委員会を開催し、今年度の取組予定、感動介護エ
ピソード募集について検討した。

　表彰選考会を２回開催し、表彰候補作品の選出
等を行った。

　第２回実行委員会を開催し、表彰式典に向けた
取組み等の検討を行った。
　また、表彰式典を開催するとともに、民間企業
等との協働により、受賞者への取材や式典の模様
を収録したドキュメンタリー番組を作成した。

　　　地域が主体となって実施する健康体操を全県展開し、高齢者生きがいサロンなど、高齢者の「居場所」
　　と「出番」を確保する取組みを支援するとともに、地域における積極的な取組みを発表する場を設ける。



　④　かながわ高齢者保健福祉計画の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　⑤　地域包括ケアの推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

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

　各事業について、市町村や関係機関等と連携し、概ね着実に取り組んでい
る。

(045)210-4835

所属長評価
　各種会議やイベント等の業務が集中する時期であるが、概ね着実に取り組
んでいる。
　今後、平成27年度の介護保険制度の改正に向けて、市町村や関係機関等と
より一層連携を図るとともに、市町村支援への取組みを進める必要がある。

　１年間の総仕上げとして、また、来年度事業を見据えながら、市町村や関
係機関等と連携し、概ね着実に取り組んだ。

　年間を通し、概ね着実に取り組んだ。
　なお、実績・進捗が伴わなかったものについては、その要因を確認し、今
後の業務運営に活かす必要がある。

　介護保険事業の円滑な運営を図るため、介護給付費負担金など市町村への
交付事務を適切に行ったほか、各事業について着実に取り組んでいる。な
お、一部、国補助金内示の遅れ等があったことから、今後の事業実施への影
響が最小限になるよう対応を図っていくことが必要である。

連絡先（電話番号）

地域包括ケア会議の開催状況

　－

　第１回会議を開催し、地域ケア会議の課題等に
ついて議論した。

　地域ケア会議立ち上げセミナー・検討会を開催
し、地域ケア会議未開催の市町村を対象に、グ
ループワーク等を行った。

　地域包括支援センター職員等を対象とした神奈
川県地域包括ケアシンポジウムを開催するととも
に、第２回地域包括ケア会議を開催し、市町村の
課題等について議論した。

　　　平成24年度からスタートした高齢者保健福祉計画について、学識者からなる計画評価部会を開催するな
　　どして、計画の進行管理に取り組む。

　　　地域包括支援センターの機能強化を図ることを目的として、「地域包括ケア会議」の設置や、ネット
　　ワークづくりへの支援等に取り組む。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

かながわ高齢者保健福祉計画の推進状況

　－

　平成24年度の事業実績及び新規事業の調査につ
いて、関係各課及び市町村に対し実施した。

　計画評価部会開催に向けて準備作業を行った。

　計画評価部会を開催し、平成24年度主要施策の
評価等を行うとともに、その評価結果について、
親会議である計画評価･推進等委員会に報告し、議
論の上、承認された。
　また、福祉21推進会議高齢者福祉部会を開催
し、評価結果や、高齢者を標準としたしくみづく
り検討委員会について、意見交換した。


