
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

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

収入科目 年間計画額

国庫支出金 17,529,838 1,596,607 1,211,983 2,565,308 13,824,526 72,354 19,270,777

使用料及び手数料 2,368,830 580,656 341,776 639,419 412,267 21,464 1,995,582

財産収入 63,002 28,319 4,450 3,174 5,036 8 40,987

分担金及び負担金 87,973 15,466 2,984 3,630 13,291 27,176 62,547

その他 22,827,010 895,371 2,125,853 4,250,320 8,713,924 7,644,547 23,630,015

収入計（A) 42,876,653 3,116,420 3,687,047 7,461,851 22,969,043 7,765,548 44,999,909

項目 (再)配当額

事業費 329,876,818 33,117,779 49,335,698 111,954,148 125,583,080 136,479 320,127,177

維持管理費 2,635,390 330,823 464,086 802,759 516,919 483,287 2,597,867

計 332,512,212 33,448,602 49,799,782 112,756,903 126,100,000 619,765 322,725,048

4,899,011 3,338,749 5,066,211 3,467,244 16,771,218

38,347,612 53,138,527 117,823,117 129,567,242 619,765 339,496,257

△ 35,231,192 △ 49,451,480 △ 110,361,266 △ 106,598,199 7,145,783 △ 294,496,348

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

1,649 1,689 1,683 1,684

683 782 704 713

2,332 2,471 2,387 2,397

収
入

業務運営進行表

収入済額

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

局名 保健福祉局

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

支出計(B)

（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、県税や県債等を充当しています。
（注３）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。

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

計（人）

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。 

 

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。 

 

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。 

・「未病を治すかながわ宣言」を発表し、 

 健康寿命日本一の実現に取り組んでいます。 

 

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。 

 

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。 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律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。 

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 ) 

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


１　保健医療部

(１)　「未病を治すかながわ宣言」の積極的な推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10,000 1,443 937 550 335

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1 0 0 0 1

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

700 118 518 661 515

540 0 84 247 209

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

33 33 0 0 0

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

3,265

  ③ 「かながわ保健指導モデル事業」のさらなる推進
 　  生活習慣病の重症化予防につながる、新たな保健指導方法を構築する取組みである「かながわ
 　保健指導モデル事業」を、モデル市町である海老名市・寒川町・大磯町との協働で引き続き実施
   し、糖尿病など生活習慣病の重症化予防や改善を進める。

累計

モデルとなる未
病センターの設
置

1

Ⅳ　業務実施状況（26年度の重点取組に位置付けられる事業等を記載）

　①「未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度」の積極的な展開
     登録制度への協力を積極的に呼びかけ、県内のあらゆる場所で「未病を治す」ことの情報を得
   ることができ、また「未病を治す」取組みを体験できる環境づくりを推進する。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：事業所）　

宣言への登録事
業所数

　② 「未病センター構想」の具体化
　　　県民が身近な場所で、手軽に運動や健康に良い食事、また自分の健康状況が確認できるなど、
　　「未病を治す」取組みを実践・実感できる環境づくりを進める「未病センター」構想を、
　　有識者の助言を受けながら、企業・団体、市町村とともに推進する。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

累計

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

生活習慣病の重
症化予防につな
げる「かながわ
保健指導モデル
事業」への参加
延人数

1,812

（前年度実績） 540

  ④　健診データ、レセプトデータの分析による健康格差等の検証
　　東京大学生産技術研究所　喜連川研究室による「健診・レセプトデータ調査分析事業」を活用
  しながら、各地域の健康課題や疾病の特徴などを明らかにする。また、その健康課題が生じる要因
　などを調査分析し、市町村の了解のもと施策推進に役立つデータの見える化を図る。

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計

調査分析事業参
加市町村

33

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

マイカルテプロジェクトの推進

【目標】マイカルテプロジェクト利用人数
　　　　実証実験期間中　1,500人
　　　　民間企業運営開始後　１万人以上

・「お薬手帳の電子化」の実証実験を着実に実施した。（参
加者数606人）

保健事業・健診データ、レセプトデータの分
析

・市町村国保の健診、レセプトデータ分析(東京大学等が実
施)に向けた県・市町村検討会の開催、関係機関との調整

・特定健診実施率向上に向けて市町村等との情報交換会を実
施
・保険者協議会において、国保連をはじめとする県内保険者
等と連携し特定健診の実施率向上に向けた取組みを検討

・市町村国保の健診、レセプトデータ分析にかかる第2回県・
市町村検討会の開催、集計データの精度検証
・保険者協議会において、国保連をはじめとする県内保険者
等と協働し、特定健診の実施率向上に向けた広報用チラシを
作成

・財政調整交付金において、健診実績や受診率向上に向けた
取組内容等を評価して交付
・市町村国保の健診、レセプトデータ分析にかかる第３回
県・市町村検討会の開催、集計データの精度検証及び一次分
析の実施
・特定健診受診率向上やデータの活用に向けて市町村等との
情報交換会を実施
・医療費の伸びの適正化について必要な事項を検討するた
め、医療費検討委員会を開催
・医療費分析結果のとりまとめ、公表（県HP）

・「お薬手帳の電子化」の実証実験を着実に実施した。（参
加者数722人）
・「お薬手帳の電子化」を運営する第１号の民間企業を認証
した。

・「お薬手帳の電子化」の民間企業による運営を開始した。

・「お薬手帳の電子化」の民間企業による運営を着実に実施
した。（サービス利用者数1,818人）

　⑤　マイカルテプロジェクトの推進
　「神奈川マイカルテプロジェクト」の実証実験を着実に実施するとともに、民間企業が運営主体と
　なった実証実験を開始する。

※33市町村が参加し、調査分析を進めている。

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

50 0 0 105 1

(２) 「風しん撲滅作戦」の展開
　①　風しん撲滅作戦の展開

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　②　風しん患者の報告数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

17 7 4 1 29

985 233 28 39 1,285

1,624 1,418 1,474 1,565 6,081

46,097 18,156 8,251 10,741 83,245

115 299 269 339 1,022
※

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　（３）　地域医療提供体制の改革への対応
　　「新たな財政支援制度」を活用し、在宅医療の推進や医療従事者等の確保など、医療提供体制の
　充実に向けた取組みを進める。
　　医療勤務環境改善支援センターの設置、医師の地域偏在解消に向けた地域医療支援センターの設置
　について検討を進める。

  ⑥　ＣＨＯ構想の推進
　 　 企業や団体などが、従業員等の健康づくりを経営の一部として位置づけ、従業員等の健康マ
　  ネジメントに取り組むＣＨＯ（健康管理最高責任者）構想を推進するため、「県庁ＣＨＯ構
    想」の取組と連携した企業の「健康管理モデル」の構築と、その取組みを支える「健康情報プ
    ラットフォーム」の構築を進める。

項目

項目 実績・進捗状況

　2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催までに風しんを撲滅するた
め、市町村予防接種費用助成への補助、戦略
的広報の実施、九都県市への共同実施の提
案、企業への働きかけなどの「風しん撲滅作
戦」を展開する。

・風しん予防接種事業費補助の実施
・風しん抗体検査の開始
・風しん広報戦略事業（ＮＨＫとのタイアップによるポス
ター、週刊モーニング「コウノドリ」とのコラボによるチラ
シの作成、インターネットバナー広告、先天性風しん症候群
のお子様のご家族が出演する映画館広告、ブライダル関連施
設での啓発等）の実施

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査の実施
・風しん広報戦略事業（インターネットバナー広告、先天性
風しん症候群のお子様のご家族が出演する映画館広告、ブラ
イダル関連施設での啓発等）の実施

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査(12/1～対象者
を男性にも拡大）の実施
・風しん広報戦略事業（風しん撲滅フォーラム in かなが
わ、大型ショッピングモールでの啓発活動、インターネット
バナー広告、「かなかなかぞく」アニメによる映画館広告）
の実施

風しん抗体検査実施件数(H26.6～)
今年度は、横浜市、川崎市において現時点ではワクチン接種を実施していないため、昨年度と比較し、接種者数が減少しています。

項目

風しん患者の報告数

（昨年度実績）

市町村からの接種者数報告※

（昨年度実績）

項目 実績・進捗状況

地域医療提供体制の改革への対応

・病床機能報告制度の運用
・新たな財政支援制度の活用
・医療勤務環境改善支援センターの設置
・地域医療支援センターの設置

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査の実施
・風しん広報戦略事業（インターネットバナー広告、かなか
なかぞくアニメによる映画館広告、妊娠希望の夫婦や企業で
働く世代に向けた啓発映像の作成等）の実施

年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：社）　

累計

ＣＨＯ構想への
参加企業数

106

・６月18日に関係法律が成立した。
・新たな財政支援制度については、関係団体や市町村から事
業提案を募集し、事業内容の調整を進めた。

・病床機能報告制度については、10月１日から制度が施行さ
れるため、関係団体等へ周知を行った。
・新たな財政支援制度については、関係団体や市町村と連携
し、平成26～27年度に取り組む事業を掲載した「都道府県計
画（案）」を取りまとめ、国に提出した。
・医療勤務環境改善支援センターについては、９月24日に検
討会を実施した。

・病床機能報告制度については、10月1日から11月14日までに
行われた病床機能報告に伴い、国が行う集計作業に係る数値
の確認等を行った。
・新たな財政支援制度については、「都道府県計画」を策定
するとともに、関係予算を11月補正予算で措置した。
・医療勤務環境改善支援センターについては、12月10日に検
討会を実施し、来年１月からの設置について決定した。
・地域医療支援センターについては、11月10日に第１回検討
ワーキンググループを実施した。

・病床機能報告制度については、報告が未提出の医療機関に
対して督促を行い、報告率の向上を図りました。
・新たな財政支援制度については、11月補正予算で措置した
事業を執行するとともに、27年度計画の策定に向けて関係団
体や市町村から事業提案を募集し、事業内容の調整を進めま
した。
・医療勤務環境改善支援センターについては、１月５日に設
置し運営を開始しました。
・地域医療支援センターについては、２月16日に第２回、３
月30日に第３回の検討ワーキンググループを実施しました。

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

（８）「看護師になるなら、看護師として働くなら神奈川」をめざして

　県立よこはま看護専門学校における40名増に向けた取組み

　（４）　こどもの死因究明に向けた取組み
　　小児の死亡件数を減らすための「こどもの死因究明」など新たな課題について検討を進める。

第２・四半期 ・入学定員増に伴う国への変更承認事務等を実施

第３・四半期 ・入学定員増に伴う国への変更承認事務等を実施

第４・四半期 ・入学定員増に伴う国の実地調査を実施

項目 実績・進捗状況

地独）神奈川県立病院機構の中期目標・中期
計画の策定

・次期中期目標策定のため各評価委員の意見を聞くととも
に、骨子イメージを検討した。

・次期中期目標及び中期計画の素案に対し、評価委員会(４回
/開催)の意見を聞くとともに、県議会第３回(９月期)定例会
に中期目標素案の報告を行った。

・次期中期目標については、評価委員会から「適当であると
認める」との意見があり、県議会第３回(12月期)定例会で議
決された。また、次期中期計画については、中期計画素案の
議会報告を行った。

次期中期計画については、評価委員会から「適当であると認
める」との意見があり、県議会第１回定例会で議決された
後、県で認可を行った。

実績・進捗状況

・　平成27年１月施行予定の新制度に向け、国や近隣都県と
の情報交換等を開始するとともに既認定者へ１回目の通知を
行った。

・　平成27年１月施行予定の新制度に向け、国や近隣都県と
の情報交換等を引き続き実施するとともに既認定者へ２回目
の通知を行った。

・　平成27年１月施行予定の新制度に向け、国や近隣都県と
の情報交換等を引き続き実施するとともに新制度に基づく受
給者証の発送を行った。

・　平成27年1月施行の新制度に基づき（助成対象指定難病
の）特定医療費支給認定手続を開始するとともに、新制度に
基づく受給者証の発送、指定医、指定医療機関等の指定等を
行った。

(５)新たな難病対策への対応
　　新たな難病対策制度への円滑な移行に努めるとともに、地域での難病患者支援のための仕組みづくりに取り組
む。

項目

○　難病対策
　・　特定疾患治療研究事業
　・　難病対策の改革への対応　　など

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 ・平成27年度からの入学定員増に伴う学校運営方法の検討

第４四半期

・市町村国保の都道府県移管に向けて、赤字構造の解消に係る国への要請活動を市町村と協調して実施
した。

・国保移管に係る国と地方の協議の「中間整理」を受けた対応等について検討した。

・国保移管に係る国と地方の協議の「中間整理」を受けた対応等について検討した。

・国保移管に係る国と地方の協議の「議論のとりまとめ」に向けた国への提案を実施した。
・「議論のとりまとめ」や法改正の動向を受け、課題の整理や対応等について検討した。

(６)　国民健康保険の都道府県移管への対応
　　市町村国保の都道府県移管に向け、財政上の構造問題の解決について国へ働きかけるほか、
　保険者機能の分担、保険料設定の考え方等について市町村とともに検討を進める。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

こどもの死因究明に向けた取組み

・神奈川県こどもの死因究明研究会を開催し、調査の実施方
法等を検討した。

・調査事業について、委託契約を締結し、各医療機関へ調査
依頼を送付した。

・医療機関への調査を開始した。

・神奈川県こどもの死因究明研究会を開催し、委託先から報
告書を受領した。

　「看護教育のあり方検討会の最終報告（平成24年）」に基づき、養成数の拡充に取り組む。

(７)　県立病院機構の中期目標・中期計画の策定
　地方独立行政法人神奈川県立病院機構に係る次期(平成27年度～)中期目標・中期計画を策定する。
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(９)　がん対策の総合的な推進（たばこ対策を含む）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

実績・進捗状況項目

　県が先進的に取り組んできた受動喫煙防止条例と海水浴場におけるたばこ対策について、平成25年度に行った条例
の見直し検討等を踏まえ、着実な推進を図る。

・「神奈川県がん克服条例」の一部改正(H25年3月)を受け、県民や保健医
療関係者向けのパンフレットを作成し、配布を行った。
・ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条例の普及啓発のため、キャン
ペーンを実施
　　5/10 かながわ看護フェスティバル
　　5/28～6/3 横浜開港記念バザー

○ がん診療連携拠点病院等の整備
　・地域がん診療連携拠点病院の新規指定(8/6)
　　（恩賜財団済生会横浜市東部病院及び公立大学法人横浜
　　　市立大学付属市民総合医療センター)
　・県がん診療連携指定病院の新規指定(7/18)
　　（平塚市民病院）
○ がん患者等への就労支援の実施
　・がん患者等就労支援事業推進検討会の開催(9/3)
　・社会保険労務士派遣モデル事業実施についての記者発表
　　(9/25)
　・就労支援に関する医療従事者向け研修会の実施(9/9)
○ がん教育のモデル事業の実施
　・本県の取組みが国の「がんの教育総合支援事業」のモデ
　　ル事業として採択(7/9※モデル事業は県教育委員会と共
　　同で実施)
○ ピンクリボンかながわ2014の開催（共催事業）
　・キャンペーン(9/23)、県庁ライトアップ(9/26～28)
○ たばこをやめたい人とその家族を対象に「かながわ卒煙
　 塾」を開催(共催事業)
　・9/6 チャレンジ講座第２回

○ がん患者等への就労支援の実施
　・県立がんセンターへの社会保険労務士派遣モデル事
　　業の実施
　　（H26年10月～H27年3月の金曜日に面接相談）
○ がん教育のモデル事業の実施（※県教育委員会との共
　同実施）
　・がん教育協議会の開催（第1回10/7、第2回12/17）
　・がん教育モデル授業の実施
　　・鎌倉市立腰越中学校（10/24）
　　・県立相模原中等教育学校（11/7)
　　・(学法)堀井学園横浜翠陵中学･高等学校（11/21)
○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条例の普及
  啓発のため、キャンペーンを実施
　・11/22 受動喫煙防止フォーラム
○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開催
　・10/8 「現場から学ぶ喫煙防止支援・卒煙サポート」
  ・10/30「卒煙相談の実際～「動機づけ面接法」を
         中心に～」
○ 未成年者の喫煙防止教育に携わる職員・養護教諭等を
  対象に研修会を開催
　・10/8 「現場から学ぶ喫煙防止支援・卒煙サポート」
         (卒煙サポート人材育成セミナーと合同開催)
○ たばこをやめたい人とその家族を対象に「かながわ
  卒煙塾」を開催(共催事業)
　・11/16 チャレンジ講座第３回

○ がん診療連携拠点病院等の整備
　・県がん診療連携指定病院の新規指定(3/26指定)
　　（湘南鎌倉総合病院）
○ がん患者等への就労支援の実施
　・がん患者等就労支援事業推進検討会の開催(第3回
　　：3/23)
　・就労支援に関する医療従事者向け研修会の実施
　　(2/6,2/16,3/2,3/3)
　・事業主等向けリーフレット「がんに負けない職場
　　づくり」作成･配布(1月)
○ がん教育のモデル事業の実施（※県教育委員会と
　 の共同実施）
　・がん教育協議会の開催（第3回1/21）
○ 市町村職員向け「がん検診受診促進のための研修
　 会」の開催(3/12)

がん対策の総合的な推進（たば
こ対策を含む）

第４四半期

○ たばこの健康への悪影響や受動喫煙防止条例の普
　及啓発のため、キャンペーンを実施
　・2/2～4 テクニカルショウヨコハマ2015（工業技
　　　術見本市）での実施
　・2/12～2/15 CP+2015（カメラと映像のワールド
　　　プレミアショー）での実施
　・3/15 横浜マラソン2015での実施

※海水浴場におけるたばこ対策はキャラバン活動を各海水浴場１回以上、26すべての海水浴場において普及啓発活動を実
施。
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２　福祉部

(１)　高齢者・障害者・生活困窮者等の福祉の推進・地域福祉の推進

　①　神奈川県地域福祉支援計画の改定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　②　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

　③　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

・地域包括ケアシステムの構築に向けた取組事例について各
市町村から収集した。

・第３回会議を開催し、市町村等の地域ケア会議の課題等に
ついて議論した。

・医療・介護連携に係る保健福祉事務所との意見交換会に向
けて、準備を行った。

　第４回会議において、市町村等の地域ケア会議及び地域支
援事業における在宅医療・介護連携推進事業について議論し
た。

項目 実績・進捗状況

検討委員会による検討状況及び提言具現化の
ための取組状況

・第７回検討委員会を開催し、意見書の最終取りまとめにつ
いて検討した。

・意見書の最終取りまとめの調整を行った。

・庁内会議を開催した。検討委員会委員長から知事へ意見書
が提出された。

・福祉21推進会議高齢者福祉部会で、今後の対応について検
討した。

　　地域における福祉サービスや社会福祉の向上に資する市町村「地域福祉計画」を支援する神奈川県地域福祉支援
計画について、地域福祉を取り巻く状況を踏まえた、より実効性の高い計画に改定する。

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括支援センター等が主催する「地域ケア会議」の設置やネットワー
クづくりへの支援等に取り組む。

　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」から提言をいただくため、会議を継続的に開催し、検
討を進める。そして、提言の具現化を図るため、庁内推進本部の設置に向けて調整を図るとともに、提言内容を「か
ながわ高齢者保健福祉計画」等へ反映させる。

項目 実績・進捗状況

地域包括ケア会議の開催状況

項目 実績・進捗状況

１　地域福祉支援計画の策定
２　市町村等へのヒアリング
３　地域福祉支援計画進行管理

１　計画改定に係る課題の把握
　　[市町村等ヒアリング]
　　（５月26日から６月11日）

３　「神奈川県地域福祉支援計画進行管理・
　　改定検討委員会」の開催（８月22日）

３　「神奈川県地域福祉支援計画進行
　　管理・改定検討委員会」の開催
　　（11月20日）

１　地域福祉支援計画の策定（３月末）
３　「神奈川県地域福祉支援計画進行
　　管理・改定検討委員会」の開催
　　（３月12日）
　　平成25年度実績に係る評価の実施
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第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　⑤　若年層を中心とした福祉・介護人材の確保・定着

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

　④　障害者の地域生活への支援
　　神奈川県障害者施策推進審議会等の意見を踏まえ、障害者総合支援法に基づく都道府県障害福祉計画
　である「神奈川県障害福祉計画」を改定(平成27～29年度分)し、障害の有無にかかわらず、誰もが安心
　して豊かに暮らすことができる地域社会の実現を目指して、必要な人に必要なサービスが行き届くよ
　う、サービスの提供体制の整備に市町村と連携して取り組む。

　福祉・介護分野への就業促進や人材の確保・定着を図るため、主として若年層をターゲットとした「福祉の仕事を
知る懇談会」や「福祉・介護の職場体験」などを通じて、福祉・介護人材のマッチング率の向上を図り、「高校生介
護職場体験事業」や「福祉みらい賞」を通じて、福祉・介護の魅力向上を図るとともに、県独自のファーストステッ
プ研修などを通じて、介護人材のキャリアパスを支援する。

１　福祉・介護の職場体験を実施
　 福祉の仕事を知る懇談会を開催
  （10月18日、11月15日、12月20日）
２　第63回神奈川県社会福祉大会開催
　（10月16日）
　　【被表彰者】
　　　神奈川県介護賞　　　　７名
　　　かながわ福祉みらい賞　２名
　　　社会福祉関係者等表彰　39名

１　福祉・介護の職場体験を実施
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催
   （１月17日、２月21日、３月14日）

１　職場体験や懇談会等の実施
２　介護職員等表彰の実施
３　研修の実施

１　福祉・介護の職場体験の実施
　　（５月７日から）
　　福祉の仕事を知る懇談会の開催
　　（５月17日、６月21日）
３　ファーストステップ研修開講
　　（５月13日、６月26日）

１　福祉・介護の職場体験を実施
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催
    （７月19日、８月16日、９月20日）
３　ファーストステップ研修開講(１コース)
　　（７月18日）

項目 実績・進捗状況

神奈川県障害福祉計画の改定
（Ｈ27～29年度　計画期間）

・市町村主管課長会議等を開催し、市町村に対して計画改定
について周知するとともに、意見交換を実施

・障害者施策審議会において計画の方向性について協議する
とともに、各圏域毎で、個別の内容についての協議を実施

・障害者施策審議会において改定素案について協議。厚生常
任委員会に報告。12月よりパブリックコメント実施。

・障害者施策審議会において改定案について協議。厚生常任
委員会等に報告。３月計画改定。
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　⑥　生活困窮者の自立に向けた支援 

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

　　動物の返還・譲渡促進状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

87%以上 87.0% 111.3% 97.1% 92.5％

95.2% 90.6% 87.9% 99.2% 96.7%

30%以上 78.9% 93.9% 121.3% 80.0％

29.8% 17.2% 20.9% 28.4% 70.0%

※今年度も昨年度に引き続き、犬の殺処分ゼロを継続出来た。また、猫の殺処分ゼロも実施した。

(２)　薬物乱用防止に向けた危険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

90 13 22 28 16

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

91.1％

　平成26年12月に公布された「生活困窮者自
立支援法」の平成27年度施行に向けて、生活
困窮者自立促進支援モデル事業を実施しま
す。

・生活に困窮されている方が地域で自立した生活が行えるよ
う、平成26年度のモデル事業を社会福祉協議会等に委託して
４月から開始した。

・モデル事業を実施中。平成27年度の円滑な法施行に向け、
市町村担当者会議を開催した。

・モデル事業を実施中。市町村担当者会議を開催するなど、
平成27年度の円滑な法施行に向けた取組みを推進した。

・平成27年度の円滑な法施行に向けた取組みを推進した。
モデル事業では3,303件相談、195名に継続支援を実施した。

項目 実績・進捗状況

保健福祉局総務室　045-210-4618

局長評価

　健康寿命日本一の実現を目指し、関係機関・団体や局内・他局と連携しながら「未病を
治す」取組みを推進するなど、目標達成に向けて各業務とも順調に今年度のスタートを
切った。また、各種計画の改定に着手するとともに、新たな課題や医療・福祉の県民生活
に直結する取組を着実に推進している。

　「未病を治す」取組について、市町村、県民、企業、団体等の協力をいただきながら、
各種事業を着実に推進している。また、地域医療や難病対策等に係わる新たな制度や課題
への対応に取り組むとともに、地域福祉支援計画及び障害福祉計画の改定に向けた市町村
等との調整や検討を進めている。

 生活習慣病の重症化予防につながる、新たな保健指導方法を構築する取組みである「か
ながわ保健指導モデル事業」について、目標に向け着実に参加人数を延ばしているほか、
CHO(健康管理最高責任者)構想にも多くの企業の参加を得て取組みを展開するなど「未病
を治すかながわ宣言」を積極的に推進している。また、高齢者を標準とするしくみづくり
の構築に向け、検討委員会から知事へ提言が提出された。一部目標に達していない事業は
あるが、保健・福祉それぞれの分野でおおむね着実に成果をあげている。

　関係団体や局内・他局との連携・調整を進め、地域福祉支援計画及び障害者福祉計画等
の改定を無事完了するとともに、様々な課題に対応しながら着実な成果をあげることがで
きた。よこはま看護専門学校の定員増についても、計画通り増員できることになった。犬
猫殺処分について、ボランティアの方々の多大な協力のおかげで犬の殺処分については引
き続きゼロを達成しており、難しいとされていた猫の殺処分も初めてゼロを達成すること
ができた。

　各業務において、概ね当初の目標を達成することができ、生活衛生部の動物の譲渡の業
務では、目標以上の成果を上げることができた所属もあった。次年度以降も各業務の目標
達成に向けより一層尽力していく。

連絡先（電話番号）

（前年度実績） 29.80%

(１)　犬の処分数ゼロへの取組み
　　健康で譲渡に適した犬の致死処分数をできるだけ少なくするため、動物保護センターに収容された犬
　について、ボランティアとの協働による譲渡促進、飼い主への返還促進等の取組みを行う。

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　　実績　　　　　 （単位：％）

※危険ドラッグ対策に向け、薬物濫用防止条例を制定。

　平成26年12月に公布された「生活困窮者自立支援法」の平成27年度施行に向けて、生活困窮者自立促進支援モデル
事業を実施し、県で実施する事業や執行体制の検討を行う。

実績

犬の返還・譲渡率

（前年度実績） 95.20%

危険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。

年間目標
実績

累計

79

項目

立入調査件数

猫の譲渡率 86.5％

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

