
局名 部名

保健福祉
局

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/cnt/f370081

所属のホームページ

ひばりが丘学園

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 ひばりが丘学園長の大矢雅之です。                  

 ひばりが丘学園は、福祉型障害児（主に知的障害児）入所施設

です。 

 ・ 入所児の保護 

 ・ 独立自活に必要な知識技能習得のための支援 

 ・ 在宅障害児の地域支援 

 ・ 入所児の診療 

所属長の写真・イラストな

ど（任意） 

 

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

22,534 3,202 4,163 4,977 5,024 1,657 19,024

47,486 8,209 10,595 13,054 12,053 3,744 47,655

23,852 4,718 2,858 3,461 3,297 1,402 15,736

93,872 16,129 17,617 21,492 20,374 6,803 82,415

項目 (再)配当額

事業費 353 11 108 61 118 25 322

維持管理費 162,976 24,233 37,026 37,844 36,037 12,975 148,114

計 163,329 24,243 37,133 37,904 36,155 13,000 148,436

253,300 175,554 261,901 188,820 879,575

277,544 212,687 299,806 224,974 13,000 1,028,010

△ 261,414 △ 195,070 △ 278,314 △ 204,600 △ 6,197 △ 945,595

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

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 83 90 89 90

上記以外の職員 22 23 23 23

計（人） 105 113 112 113

配置職員数

http://www.pref.kanagawa,jp/cnt/f370081


Ⅳ　業務実施状況

１　児童自立支援拠点（新設）への移行に向けた取り組み 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　利用者、家族の視点に立った支援の充実 

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

○　児童自立支援拠点の整備に向けた取
　り組みの推進
　・　整備に向けた具体的設計内容の検
　　討と整備に必要な業務の推進
　・　加齢児の解消等地域生活移行の推
　　進（地域生活移行目標 ７名）

・前年度に検討した大まかな設計を踏まえた
　具体的な設計内容の検討に着手した。
・加齢児及び高校３年生について、地域生活
　移行に向けた今年度のスケジュールを整理
　した。

・設計内容の検討に加え、整備に伴い必要と
　なる備品調査を実施した。
・２名の地域生活移行を実施した。
    ◇今年度累計
　　・グループホーム（１名）
　　・民間社会福祉施設（４名）

・電気関係等設計細部について、関係機関
　及び設計業者と意見交換を行った。
・３名の地域生活移行を実施した。
　　◇今年度累計
　　・グループホーム(２名）
　　・民間社会福祉施設（５名）
　　・家庭復帰（１名）

・設計内容の検討を実施した（計１１回）。
　　・園内検討
　　・関係機関調整
　　・設計業者打合せ
　　・建設予定地調査　等
・３名の地域生活移行を実施した。
　　・グループホーム（１名）
　　・民間社会福祉施設（２名）

項目 実績・進捗状況

○　一人ひとりのニーズに応じた入所支
　援計画よる支援の充実
　・　「入所支援計画書作成の手引き」
　　等の見直し

･　「入所支援計画書作成の手引き」の見直が
　必要となる部分の検証に着手した。

・「入所支援計画書作成の手引き」の骨子案
　を作成し、ｸｵﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会（園内組
　織）で検討した。

・「入所支援計画書作成の手引き」の課題と
　今後の対応を整理するための実態調査（職
　員へのアンケート）を実施した。

・「入所支援計画書作成の手引き」を改訂、
　職員に周知した。



３　リスク管理の徹底

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　職員の専門性向上を図るための人材育成の充実 

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

○　地域生活移行や発達障害など、今日
　的課題を視野に入れた研修の取り組み
　・　園内研究発表大会（実践報告会）
　　の開催
　・　職員の支援技術と専門性の向上を
　　図る研修への取り組み支援

・園内研究発表大会の日程を確定し、発表の
　ための研究活動発表チーム登録を促した。
・職員（福祉職）の全てが自らの研修計画を
　作成することができた。

・園内研究発表大会の詳細を確定した。ま
　た、各チームの発表内容の概要を園内で共
　有した。
・職員研修計画に基づき、各職員がそれぞれ
　の研修に参加した。
　　・派遣研修１２講座 延べ２５人
　　　（計　２４講座　延べ５０人）
　　・キャリア開発センター研修１９講座
　　　延べ２７人
　　　（計　３７講座　延べ５７人）

・園内研究発表に５チームの研究活動発表
　チームの登録があった。また、園内研究発
　表大会の計画案と進捗状況を園内で共有し
　た。
・職員研修計画に基づき、各職員がそれぞれ
　の研修に参加した。
　　・派遣研修１２講座 延べ２５人
　　・キャリア開発センター研修１８講座
　　　延べ３０人

・園内研究発表大会を開催した。
・職員研修計画に基づき、各職員がそれぞれ
　の研修に参加した。
　　・派遣研修６講座 延べ６人
　　　（計　３０講座　延べ５６人）
　　・キャリア開発センター研修 １講座
　　　１人
　　　（計　３８講座　延べ５８人）

項目 実績・進捗状況

○　利用者の安全と生活の質の向上
　・　「事故・ヒヤリハット」報告の分
　　析検証　１２回
　・　事故防止研修　２回
　・　救急法研修　１回
○　職員の人権意識に支えられた支援の
　質の向上
　・　各種研修　３回

・利用者の安全と生活の質の向上を目指して
　「事故・ヒヤリハット」報告の分析検証に
　取り組む（３回実施）とともに、救急法研
　修に取り組んだ。
・消防署の協力を受けて救急蘇生法・ＡＥＤ
　習熟研修に取り組んだ。
・職員の人権意識に支えられた支援の質の向
　上のための職員人権研修に取り組んだ。
　　２回実施

・引き続き「事故・ヒヤリハット」報告の分
　析検証に取り組んだ。
　　３回実施 / 計９回実施
・副園長を講師として事故(不祥事）防止研修
　に取り組んだ。
　　２回実施

・引き続き「事故・ヒヤリハット」報告の分
　析検証に取り組んだ。
　　３回実施 / 計６回実施
・職員の人権意識に支えられた支援の質の向
　上のための職員人権研修に取り組んだ。
　　１回実施 / 計３回実施

・引き続き「事故・ヒヤリハット」報告の分
　析検証に取り組んだ。
　　３回実施 / 計１２回実施



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

０４５－８２２－３９１６連絡先（電話番号）

所属長評価

今年度も進行管理に努めながら継続的な目標や達成すべき目標向かっ
て着実なスタートを切ることが出来ている。

継続的な取組においては工夫や改善を加えながら取り組むとともに、
達成すべき数値目標として掲げた取組については着実に目標達成に向
けて取り組んでいる。

継続的な取組においては、これまでの経過を踏まえて取組ができると
ともに、達成すべき数値目標として掲げた取組については、これまで
の取組を土台として目標を達成することができた。

全ての取組において、満足できる成果を達成することができた。この
結果に満足することなく、次年度の取組に反映させたい。

継続的に取り組むべき目標や数値として上げている目標に向かって第
１四半期のスタートを受けて確実に取り組んでいる。


