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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（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。

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/1321/

所属のホームページ

地域福祉課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 地域福祉課長の松岡一仁です。 

 地域福祉課では、主に次の５つの仕事をしています。 

１ 地域身守り活動や権利擁護の推進など地域福祉支援計画に基づく施策の企画、実施 

２ 民生委員が活動しやすい環境づくり 

３ 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく街づくりの推進 

４ 福祉・介護人材の確保・定着対策の企画、実施 

５ 社会福祉法に基づく法人の指導監査・認可 

外国籍県民向け福祉施設就職相談バリアフリーフェスタかながわ2014 地域見守り活動に対する知事表彰 

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

25,709 6,970 4,423 6,763 2,640 2,005 22,800

144,375 709 111,689 112,398

170,894 6,964 13,121 7,454 765 139,546 167,850

340,978 14,642 17,544 14,217 115,094 141,551 303,048

項目 (再)配当額

事業費 2,007,245 537,122 504,496 708,212 213,417 35,916 1,999,162

維持管理費 0

計 2,007,245 537,122 504,496 708,212 213,417 35,916 1,999,162

67,733 44,238 71,321 47,810 231,101

604,855 548,734 779,533 261,227 35,916 2,230,264

△ 590,213 △ 531,190 △ 765,316 △ 146,132 105,635 △ 1,927,215

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

国庫支出金

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 23 23 23 23

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 24 23 24 24

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1321/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1321/


Ⅳ　業務実施状況

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　民間事業者による「地域見守り活動」の体制整備

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　民生委員が活動しやすい環境づくり

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　高齢者等が地域で安心して暮らせる地域社会づくりに向けて、民間事業者との協定に基づく、
　孤立死・孤独死を未然に防止するための「地域見守り活動」の体制を確立します。

　　地域福祉の主たる担い手である民生委員が活動しやすい環境づくりを進めるとともに、地域の
　実情に即した適正定数を定めるための新たな条例を制定します。

１　孤立死・孤独死防止に向けた民間事業
　者との協定締結の拡大
２　感謝状の贈呈

１　研修の実施
２　委嘱手続き等の実施
３　定数条例の制定

項目

実績・進捗状況

１　１団体と協定締結（５月31日）
　　＜累計　34事業所・団体＞

    ＜累計　34事業所・団体＞

１　14団体と協定締結（10月１日）
　　＜累計　48事業所・団体＞

１　14団体と協定締結（３月31日）
　　＜累計　48事業所・団体＞
２　感謝状贈呈式（１月８日）
　　【被表彰者】14名
　　　　　　　（個人３件、団体14件）

項目

実績・進捗状況

２　委嘱状の交付（４月１日）
　　（現員数3,931名／定数3,991名）

２　委嘱状の交付（８月１日）
　　（現員数3,930名／定数3,991名）
３　条例制定に向けた調整

１　研修の実施
　　（11月19日、11月28日、12月19日）
２　委嘱状の交付（11月１日、12月１日）
　　（現員数3,931名／定数3,990名）
３　民生委員定数条例の制定
　　12月26日公布

１　研修の実施
　　（１月21日、２月19日、３月９日）
２　委嘱状の交付（１月１日、３月１日）
　　（現員数3,929名／定数3,990名）

　　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します。

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



４　「バリアフリーの街づくり」の推進

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

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
　（５月17日、６月21日）
３　ファーストステップ研修開講
　＜２コース＞（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）

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

　　2020年の東京五輪開催を見据え、「神奈川県バリアフリー街づくり条例推進県民会議」が主体と
　なったバリアフリーフェスタかながわ2014の開催や、事業者向け講習会の実施を通じて、バリア
　フリーの街づくりを一層推進するとともにカラーバリアフリーやバリアフリー教育の一層の推進を
　図ります。また、本年10月に改定後５年を迎える「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」
　の見直し作業にも着手します。

項目

１　県民会議開催（３月20日）
３　バリアフリー街づくり賞表彰式開催
　（２月４日）
　【被表彰者】ハード部門：２件５団体
　　　　　　　ソフト部門：２件２団体
４　カラーバリアフリー相談事業の実施
　（１月13日）
５　条例見直し検討会議開催（３月30日）

１　神奈川県バリアフリー街づくり
　条例推進県民会議の開催
２　バリアフリーフェスタかながわ
　2014の開催
３　バリアフリー街づくり表彰の
　実施
４　カラーバリアフリー相談事業の
　実施
５　神奈川県みんなのバリアフリー
　街づくり条例の見直し

項目

実績・進捗状況

実績・進捗状況

１　県民会議開催（６月13日）

２　バリアフリーフェスタかながわ
　実行委員会開催
　（７月17日、９月２日）
４　カラーバリアフリー相談事業の実施
　（９月17日、18日）

２　バリアフリーフェスタかながわ
　実行委員会開催（11月４日）
　　バリアフリーフェスタかながわ開催
　（11月８日）
３　バリアフリー街づくり賞表彰審査会
　開催（12月３日）
４　カラーバリアフリー相談事業の実施
　（10月１日）
５　条例見直し検討会議開催（11月27日）

　　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します。



６　社会福祉法人の基盤強化と透明性の確保

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

項目 実績・進捗状況

１　監査、指導及び助言の実施

１　社会福祉法人・施設代表者会議に
　おいて経営の透明性の確保等について
　説明（４月22日）

１　指導監査実施（６法人）

１　指導監査実施（９法人）

１　指導監査実施（７法人）
２　課ホームページに社会福祉法人の財務諸表
等を掲載(自主的に公表していない法人のみ)

　　県所管の社会福祉法人に対し、新会計基準に即した財務諸表の作成及びインターネットを活用
　した公表を進めるよう指導、助言を行うことにより、社会福祉法人の基盤強化と透明性の確保を
　高め、公益的な法人としての責任を果たせるよう指導していきます。

　誰もが安心して暮らせる地域社会を目指し、地域福祉支援計画をより
実効性の高い計画に改定したほか、懇談会や事例紹介を通じ、民生委
員・児童委員の活動しやすい環境づくりに努めました。また、「地域見
守り活動」により県民の大切な生命を救った事業者への感謝状の贈呈
や、バリアフリーの街づくりに貢献する活動・施設整備を行った団体へ
の表彰を行うなど、「共に生き、支え合う社会づくり」を推進する体制
の強化を図りました。

　介護・福祉人材の確保を図るため「福祉・介護の職場体験」で前年度
比32％増の対象者、「高校生介護職場体験促進事業」で前年度比48％増
の対象者に事業を実施し、マッチング数前年度比128人増と実績をあげ
ました。
　また、年度を通じ、委託契約や補助金交付などの執行手続きを円滑に
行い、適切な運営をすることができました。

　地域福祉支援計画の策定に向けて検討を進めたほか、臨時福祉給付金
にかかる事務を円滑に遂行するなど、各業務を円滑に遂行しました。ま
た、福祉介護人材のマッチング率が前年同期比23.5ポイント増となるな
ど、実績をあげました。

045-210-4804連絡先（電話番号）

所属長評価

　委託契約や補助金交付決定など、業務執行に必要な手続きを適切に行
いました。また、福祉の仕事を知る懇談会を開催し、ファーストステッ
プ研修を実施するなど、福祉・介護人材の確保・定着に努めたほか、孤
立死・孤独死の防止に向け、民間事業者との協定締結の拡大を図りまし
た。

　地域福祉の主たる担い手である民生委員・児童委員の活動環境整備を
進めるため、国への要望や、民生委員定数条例の制定を行いました。
　また、福祉人材の確保・定着を図るため、福祉・介護従事者の励みと
するとともにその魅力を広く発信することを目的として、直接支援業務
に多年携わり業績が特に優れた方や、未来の福祉の担い手となる若い福
祉従事者で対外的にも顕著な功績があった方を表彰したほか、障害者や
高齢者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、社会参加でき
るバリアフリーの街づくりを推進するため、「バリアフリーフェスタか
ながわ2014」を開催して県民への理解促進を図りました。


