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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/1395/

所属のホームページ

子ども家庭課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

子ども家庭課では、さまざまな事情により社会的な保護を要する児童や、

母子家庭及び父子家庭等の福祉の増進を図るため、児童虐待防止対策の推進、

児童養護施設等に入所する児童の処遇向上、各種援護事業、相談活動、児童

福祉施設の整備、児童扶養手当等の支給、各種福祉資金の貸付等を行ってい

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

2,472,528 87,617 100,953 1,032,120 1,083,296 2,303,985

508,505 215,822 102,571 142,512 93,723 35,050 589,678

342,050 4,458 40,508 4,431 67,693 225,928 343,018

3,323,083 307,897 244,032 1,179,064 1,244,711 260,978 3,236,681

項目 (再)配当額

事業費 32,706,397 8,114,347 8,909,537 1,193,997 8,822,056 5,381,669 32,421,606

維持管理費 0

計 32,706,397 8,114,347 8,909,537 1,193,997 8,822,056 5,381,669 32,421,606

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

母子寡婦福祉資金収入

その他

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　里親登録数

　　里親は、親の病気や離婚、虐待等さまざまな事情により家庭で生活できなくなった児童のため
　に里親の家庭を提供し、愛情と理解をもって児童を育てる制度です。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

15 0 1 7 12

－ 0 0 6 8

20

（前年度実績） 14

項目
年間目標
（計画）

実績数　　　　　（単位：人）　

累計

（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。

新規里親登録数

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

2,472,528 87,617 100,953 1,032,120 1,083,296 2,303,985

508,505 215,822 102,571 142,512 93,723 35,050 589,678

342,050 4,458 40,508 4,431 67,693 225,928 343,018

3,323,083 307,897 244,032 1,179,064 1,244,711 260,978 3,236,681

項目 (再)配当額

事業費 32,706,397 8,114,347 8,909,537 1,193,997 8,822,056 5,381,669 32,421,606

維持管理費 0

計 32,706,397 8,114,347 8,909,537 1,193,997 8,822,056 5,381,669 32,421,606

61,642 44,432 64,284 46,240 216,599

8,175,989 8,953,969 1,258,281 8,868,296 5,381,669 32,638,204

△ 7,868,092△ 8,709,937 △ 79,217△ 7,623,585△ 5,120,692△ 29,401,523

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

母子寡婦福祉資金収入

その他

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 20 21 21 21

上記以外の職員 5 5 7 7

計（人） 25 26 28 28

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1395/


２　補助金・負担金執行状況

　①　民間児童福祉施設運営費補助金の交付

　　　民間児童福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し､県内の福祉施設のサービス水準の維

　　持･向上を図るため、児童福祉施設の運営に要する経費に対する補助を行います。

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

20団体 20 0 0 0 20

117,973千円 117,973 39 0 1,158 119,170

－ 127,041 696 2,101 538 0 130,376

　②　ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金の交付

　　　ひとり親家庭等に医療費の一部を助成することにより生活の安定と自立を支援し福祉の増進

　　を図るために市町村が実施する事業に対し、その経費の一部を補助します。

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

1,539,838千円 1,539,838 0 0 48,357 0 1,588,195

－ 1,572,667 0 0 1,529 0 1,574,196

　③　小児医療費助成事業費補助金の交付

　　　小児の健全な育成支援策の一環として小児の健康補助増進を図るとともに医療費に係る保護

　　者の経済的負担を軽減するため市町村が実施する事業に対し、その経費の一部を補助します。

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

3,953,692千円 3,953,692 0 0 30,149 0 3,983,841

－ 3,929,957 0 0 23,687 0 3,953,644

項目 年間計画
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付決定額

（前年度実績）

団体数

項目 年間計画
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付決定額

（前年度実績）

項目 年間計画
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付決定額

（前年度実績）

－ 3,929,957 0 0 23,687 0 3,953,644

　④　児童手当負担金の交付

　　　児童手当給付に伴う費用負担分を市町村に拠出します。

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

22,466,681千円 6,883,635 13,686,182 0 890,929 9,335 21,470,081

－ 6,517,468 7,550,244 0 7,526,501 204,393 21,798,606

　⑤　児童扶養手当の給付

　　　離婚、死亡、遺棄等の理由で父又は母と生計を同じくしていないか、父又は母が同居してい

　　ても重度の障害にある場合で、18歳に達する日以降最初の３月31日まで(政令で定める障害の

　　状態にある場合は20歳未満)にある児童を監護している母、父又は養育者に手当を給付します。

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

987,451千円 318,537 302,179 290,902 11,260 0 922,878

－ 320,115 307,903 295,194 12,148 0 935,360

項目 年間計画
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

支出額

（前年度実績）

項目 年間計画
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

支出額

（前年度実績）

（前年度実績）



３　神奈川県家庭的養護推進計画（仮称）の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　神奈川県子どもの貧困対策推進計画（仮称）の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

　社会的養護が必要な児童について、可
能な限り家庭的な環境の下での養育を推
進するため、「神奈川県家庭的養護推進
計画（仮称）」を策定する。

　各施設にヒアリングを行う等、計画策定の
方針を検討した。

　引き続きヒアリングを行うとともに、県計
画の素案を作成した。
　また、各施設より家庭的養護推進計画案の
届出があった。

　県計画の素案をまとめ、パブリックコメン
トを実施した。

　県計画を策定し、３月31日に記者発表を
行った。

項目 実績・進捗状況

　本県の子どもの貧困対策を総合的に推
進するため、「神奈川県子どもの貧困対
策推進計画（仮称）」を策定する。

　平成26年１月14日に成立した「子どもの貧
困対策の推進に関する法律」を受け、関連施
策についての庁内調査を行った。

　子どもの貧困対策の推進に関する庁内連携
会議を開催し、県計画の策定に向けた検討を
行った。
　また、平成26年８月９日に閣議決定された
「子供の貧困対策に関する大綱」を受け、県
計画の策定作業を進めた。

　「県民ニーズ調査」を活用し、子どもの貧
困問題に対する意識調査を実施した。
　また、県計画の素案をまとめ、パブリック

第３四半期

第４四半期

５　児童自立支援拠点整備の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

実績・進捗状況

　平成29年度に開所する児童自立支援拠
点整備の着実な実現に向けた取組みを推
進する。

　ハード面においては、昨年度基本設計を実
施し、現在、実施設計を行っている。
　また、ソフト面では「児童自立支援拠点開
設準備検討会」を設け検討を行っている。

　ハード面においては現在、実施設計の中
で、現場の意向をまとめ図面に落とし込んで
いる。
　また、ソフト面では「児童自立支援拠点開
設準備検討会」をふまえワーキングチームで
検討案をまとめている。

　ハード面においては実施設計の取りまとめ
の段階になっており、まちづくり条例等市と
の協議も順調に進んでいる。
　また、ソフト面では「児童自立支援拠点開
設準備検討会」やワーキングチームで検討案
をまとめて、進捗状況等確認している。

　ハード面においては実施設計がまとまり設
計図に基づき発注している。まちづくり条例
等市との協議も進めている。
　また、ソフト面では「児童自立支援拠点開
設準備検討会」やワーキングチームで検討案
をまとめた。

項目

　また、県計画の素案をまとめ、パブリック
コメントを実施した。

　県計画を策定し、３月31日に記者発表を
行った。

をまとめた。



６　子育て世帯臨時特例給付金の円滑な実施の支援

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

　消費税率引き上げに際し、子育て世帯
への影響を緩和するとともに、子育て世
帯の消費の下支えを図る「子育て世帯臨
時特例給付金」が円滑に実施されるよ
う、説明会の開催などにより実施主体で
ある市町村を支援する。

　４月14日に市町村向け伝達会議を開催。
　「くらし安全通信」５月号に給付金詐欺の
注意喚起を促すビラを封入。
　「県のたより」６月号に給付金の広報記事
を掲載。

　９月３日～10月７日、県内のイトーヨーカ
堂31店舗に２つの給付金のポスター掲示依
頼。
　「くらし安全通信」９月号の２回目の給付
金詐欺の注意喚起を促すビラ封入。
　「県のたより」10月号に給付金の２回目の
広報記事を掲載。

　国からのアンケートを独自に集計し、申請
率一覧を配布することで、自分たちの自治体
の進捗を比較・確認できるようにした。
　また、DV被害者に適切な支給がなされるよ
う、配偶者居住自治体に差止め等の依頼を
行った。

　平成26年中にほとんどの自治体で正式な申
請期間は終了したが、期間終了後の申請で
も、やむを得ない理由が認められる場合は、
申請可となっていたため、市町村で判断に苦
慮するケースを個別に国に照会した。
　また、引き続き県内の受給状況のアンケー
ト結果報告やＤＶ被害者への支援を行った。
　年度末には、国費に係る申請があり、適切

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

　年度末には、国費に係る申請があり、適切
に支払われるよう調整を行った。

　概ね計画通りに業務を進め、児童相談所業務支援システムの改修等
検証委員会からの提言への対応や「県家庭的養護推進計画」及び「県
子どもの貧困対策推進計画」の策定を年度内に完了することができ
た。

複数の計画策定を予定する中で、５月末に厚木男児虐待死亡事件が発
覚し、多忙を極めたが、検証委員会からの提言内容について、順次対
応しつつ関係機関と連携しながら当初予定した業務を完遂することが
できた。

　厚木市男児虐待死亡事件に係る外部有識者による検証委員会からの
提言を受け、児相の体制強化や関係機関との連携強化等、できるとこ
ろから速やかに対応した。
　また、「県家庭的養護推進計画」の策定に向けた素案の作成等も遅
滞なく行うことができた。

所属長評価

　各種手当等の支給を遅滞無く行うことで母子家庭等の福祉の増進や
施設入所児童の処遇の改善を図る等、概ね計画通りに業務を実施する
ことができた。
　また、厚木市男児虐待死亡事件について、しっかりと検証を行い、
事件の再発防止と児童虐待の防止に取り組んでいく。

　厚木市男児虐待死亡事件に係る外部有識者による検証委員会からの
提言を踏まえ、児童相談所業務支援システムの改修を年度内に完了す
るよう実施するなど、対応を進めた。
　また、「県家庭的養護推進計画の素案」及び「県子どもの貧困対策
推進計画の素案」に対するパブリックコメントを実施し、策定作業を
遅滞なく進めている。

045-210-4655連絡先（電話番号）


