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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

業務運営進行表

本校ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ「ハー
ト・よーこちゃん」

（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。
（注４）入学検定料、入学料、授業料、証明書交付手数料、建物の使用料です。
（注５）自動販売機や建物を使用した際の電気料、水道料です。

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f46/

所属のホームページ

よこはま看護専門学校

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

○よこはま看護専門学校長の門根道枝です。 

よこはま看護専門学校では、次のような仕事をしています。 

本校では、ヒューマンケアリングの精神に基づき、科学的根拠をもとに人間を

深く理解し、生命の尊厳と尊重を重視した心と心が通い合う看護の実践ができ

る看護師を養成しています。 

これまで、１学年80名の学生を養成してきましたが、神奈川県内の看護師不足

に対応するため、平成27年度からは１学年120名の学生を養成しています。 

               

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

58,857 11,142 12,086 20,430 13,863 -10 57,511

240 105 88 98 110 402

0

59,097 11,247 12,174 20,528 13,973 △ 10 57,913

項目 (再)配当額

事業費 25,209 494 3,046 3,656 2,164 15,849 25,209

維持管理費 51,157 8,767 14,964 9,700 13,160 4,567 51,157

計 76,366 9,261 18,010 13,356 15,324 20,416 76,366

75,992 51,954 80,354 57,551 265,851

85,253 69,964 93,710 72,875 20,416 342,217

△ 74,006 △ 57,789 △ 73,182 △ 58,902 △ 20,426 △ 284,305

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料（注４）

諸収入（注５）

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 28 29

上記以外の職員 3 2 3 3

計（人） 30 29 31 32

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　入学試験・在学生の状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

－ － 111人 285人 88人

256人 － － 153人 103人

－ － 138人 1人

93人 － － 55人 38人

80人 80人 － － －

80人 85人 － － －

240人 － － － －

240人 － － － －

２　看護師養成事業実施状況（数字で表せるもの）

　　卒業生数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80人 － － － 77人

80人 － － － 66人

　　国家試験合格率

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100% － － － 98.7%

100% － － － 100%

３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

累計

98.7%

100%

項目 定数
実　績　

卒業生数

（前年度実績）

累計

77人

66人

（前年度実績）

在学者数

256人

139人

93人

80人

85人

入学者数

項目 定数等
実　績　

累計

入試応募者数 484人

（前年度実績） 249人

年間目標

合格率

（前年度実績）

項目
実　績　

項目 実績・進捗状況

平成27年度からの定員増に向けた準備の
着実な推進

平成26年３月のヒアリング結果等を踏ま
え、実習施設との再調整を行い、７月の変
更承認申請書を取りまとめた。

７月中に、変更承認申請書を厚生労働省に
提出した。８月は、本館の改修を進めると
ともに分館建設工事を着工した。

分館建設工事の進行に応じた調整を行っ
た。学生の確保に向け、新たに大学新卒者
入試、自己推薦入試を実施した。

平成27年2月に実地調査を受け、変更申請が
承認された。分館建設工事が完成した。

259人

（前年度実績）

合格者数

（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

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

（注）ユニフィケーションシステム：看護教育と看護実践の統合を目指した連携シス
　　　テム。教員が病院で看護実践を行い、教育の質の向上を目指している。

項目 実績・進捗状況

ユニフィケーションシステムによる学習
支援の推進

平成25年度の検証や平成26年度分の実施な
ど概ね順調に進んでいる。

高度医療に対応する有能な看護師を輩出するという使命の達成に
向け、教育力の向上、学生の学習習慣の習得などに努めている。
新たな入試区分として自己推薦入試を実施し、また、一般入試も
時期・科目を見直し、昨年度を大きく上回る応募者を確保した。

高度医療に対応する有能な看護師を輩出するという使命の達成に
向け、教育力の向上、学生の学習習慣の習得などに努めている。
平成27年度からの学生定員増に向け、新たな入試区分として一般
入試Ｂを実施し、多くの応募者を得た。最終的に定員120名を確保
することができた。

高度医療に対応する有能な看護師を輩出するという使命の達成に
向け、教育力の向上、学生の学習習慣の習得などに努めた。

高度医療に対応する有能な看護師を輩出するという使命の達成に
向け、教育力の向上、学生の学習習慣の習得などに努めている。
平成27年度からの学生定員増に向け、新たな入試区分として大学
新卒者入学試験を実施した。

045-366-3500連絡先（電話番号）

所属長評価

高度医療に対応する有能な看護師を輩出するという使命の達成に
向け、教育力の向上、学生の学習習慣の習得などに努めている。

９月に作業部会を開催するなど、概ね順調
に進んでいる。

概ね順調に進んでいる。

2月に施設連絡会を開催し、今年度の活動評
価を行った。


