
局名 部名

教育局 指導部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp
/div/4008/

所属のホームページ

保健体育課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

保健体育課では、県立学校児童生徒等の健康管理、学校保健、学校安全、学校給食、学校体育、

食育等に係る調査・企画及び指導・助言並びに全国高等学校総合体育大会南関東ブロック開催準

備等に関する事務を行っています。

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

438,722 221,879 49,158 66,145 47,863 9,255 394,301

0

0

438,722 221,879 49,158 66,145 47,863 9,255 394,301

項目 (再)配当額

事業費 591,892 365,625 197,404 13,446 -76,522 677 500,631

維持管理費 0

計 591,892 365,625 197,404 13,446 △ 76,522 677 500,631

91,428 62,021 93,671 57,705 304,824

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

人件費　（注１）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　補助金執行状況

　(1)　学校体育関連補助金の交付

　　　

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

10事業 ７事業 ３事業 - - - 10事業

20,352千円12,977千円 7,359千円 - - - 20,336千円

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）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３）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。

交付決定額

学校体育の振興のため、優秀選手強化、全国大会への派遣等を実施する団体（２団体
計10事業）に対して事業費の補助を行っています。

項目
年間目標
（計画）

実績

事業数

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

438,722 221,879 49,158 66,145 47,863 9,255 394,301

0

0

438,722 221,879 49,158 66,145 47,863 9,255 394,301

項目 (再)配当額

事業費 591,892 365,625 197,404 13,446 -76,522 677 500,631

維持管理費 0

計 591,892 365,625 197,404 13,446 △ 76,522 677 500,631

91,428 62,021 93,671 57,705 304,824

457,053 259,425 107,117 △ 18,817 677 805,455

△ 235,174 △ 210,268 △ 40,971 66,680 8,578 △ 411,154

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 27 27 27 26

上記以外の職員 15 15 12 10

計（人） 42 42 39 36

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp


　(2)　学校保健関連補助金の交付

　　　

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

１団体 １団体 - - - - １団体

1,200千円 1,200千円 - - - - 1,200千円

２　研修講座の開催

　(1)　学校給食関連

 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

1,340人 246人 635人 195人 210人 1,286人

1,819人 190人 673人 204人 223人 1,290人

　(2)　学校保健・学校安全関連

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

2,200人 589人 1,262人 537人 0人 2,388人

1,500人 0人 1,631人 487人 0人 2,118人

３　業務実績

団体数

交付決定額

項目

公立学校の教諭、栄養職員及び調理員を対象として、食に関する指導研修講座など各種研修
講座を開催しています。

項目 実績・進捗状況

学校保健の普及啓発のため、保健学会の開催、学校医や養護教諭等による部会活動等を実施
する団体に対して事業費の補助を行っています。

項目
年間目標
（計画）

実績

年間目標
（計画）

実績

参加者数

（前年度実績）

     　公立学校の教諭等を対象として、防犯教室研修講座など各種研修講座を開催しています。

項目
年間目標
（計画）

実績

参加者数

（前年度実績）

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

食育と給食の地産地消の推進

これまでのモデル地区の取組成果を報告書に
まとめ、市町村に向け発信し、地産地消の学
校給食の推進に取り組みました。

地産地消の学校給食の推進に当たり、協力が
不可欠であるＪＡ等生産者団体に、県の取組
の趣旨説明を行いました。また、市町村学校
給食主管課や各学校の給食担当者等の理解を
促進するためのメールマカジン「学校給食
地場産通信」作成のため編集作業に取り組み
ました。

市町村学校給食主管課や各学校の給食担当者
等の理解を促進するためのメールマカジン
「学校給食　地場産通信」1号、２号を作成
し、関連機関等に配付しました。また、市町
村教育委員会と連携し、「かながわ学校給食
地場産物利用促進運動」(11/17～12/19)を展
開し、より多くの地場産物活用に向けた取組
を進めました。

「かながわ学校給食地場産物利用促進運動」
での各市町村の地場産物利用率を集計、結果
を送付し、保健体育課ホームページに取組例
等を掲載しました。また、ＪＡ中央会と連携
し、各地域のＪＡ担当者と各市町村学校給食
主管課担当者の情報交換会を実施しました。



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

健康・体力つくりの推進

平成25年度神奈川県児童生徒・体力運動能力
調査について、報告書を作成・配付しまし
た。また、神奈川県児童生徒健康・体力つく
り推進委員会を開催しました。

平成26年度神奈川県児童生徒・体力運動能力
調査を実施し、集計・分析を開始しました。
また、夏休み期間中、子どもたちの運動習慣
や生活改善のため、地域・家庭・学校と連携
して「みんなで朝ラジ!!プロジェクト」を実
施しました。

平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等
調査の結果分析を開始しました。また、学校
と家庭へ体力向上のための情報提供として、
健康・体力つくり通信「Joy!Joy!通信」を発
行しました。

児童生徒体力つくり研究事業として、県小学
校児童体力つくり研究発表大会、県生徒体力
つくり研究発表大会（中学校）、県高等学校
生徒体力つくり研究発表大会、県学校体育研
究連合会研究大会兼神奈川県児童生徒健康・
体力つくり推進委員会を開催しました。

全国高等学校総合体育大会の開催

第３回実行委員会、競技、総務専門委員会を
開催し、大会開催の準備を行いました。

大会直前の準備行為、８月に大会を開催、事
後の片付け、事務処理を行いました。

大会開催の報告に関する事務、会場地市町へ
の報告を行いました。

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

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

概ね計画どおり進めることができた。１年を振り返って課題を整理
し、翌年度の取組みに反映する。

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

045-210-8305連絡先（電話番号）

所属長評価

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

総会において事業報告及び収支決算報告を行
いました。


