
局名 部名

教育局 指導部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　研修講座の開催

　①　学校給食関連

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1,440人 297 577 205 187

1,340人 246 635 195 210

所属 http://www.pref.kanagawa.jp
/div/4008/

所属のホームページ

保健体育課

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

参加者数 1,266

（前年度実績） 1,286

（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。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

　　　公立学校の教諭、栄養職員及び調理員を対象として、食に関する指導研修講座など各種研修講

　　　座を開催しています。

第１号様式 

所属進行表 

保健体育課長の袴田です。 

保健体育課では、県立学校児童生徒等の健康管理、学校保健、学校安全、学校給食、学校体育

等に係る調査・企画および指導・助言に関する事務を行っています。 

 

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

384,781 297,727 40,236 100,422 59,418 396 498,200

0

0

384,781 297,727 40,236 100,422 59,418 396 498,200

項目 (再)配当額

事業費 436,951 274,866 68,945 66,996 3,933 1,871 416,610

維持管理費 0

計 436,951 274,866 68,945 66,996 3,933 1,871 416,610

67,367 44,020 67,864 46,530 225,782

342,233 112,965 134,860 50,463 1,871 642,392

△ 44,506 △ 72,729 △ 34,438 8,956 △ 1,475 △ 144,192

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

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 21 20 20 20

上記以外の職員 8 8 8 8

計（人） 29 28 28 28

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/4008/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/4008/


　②　学校保健・学校安全関連

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,400人 277 1,075 734 0

2,200人 589 1,262 537 0

　③　学校保健・学校安全関連

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

191校 0 32 156 3

191校 0 63 128 0

２　補助金執行状況

　①　学校体育関連補助金の交付

　　　学校体育の振興のため、優秀選手強化、全国大会への派遣等を実施する団体（２団体計10事業）

　　　に対して事業費の補助を行っています。

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

10事業 7 3 0 0 0 10

21,216千円 12,052 8,534 0 0 0 20,586

　②　学校保健関連補助金の交付

　　　学校保健の普及啓発のため、保健学会の開催、学校医や養護教諭等により部会活動等を実施し

　　　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

1事業 1 0 0 0 0 1

1,200千円 1,200 0 0 0 0 1,200

年間目標
（計画）

　　　公立学校の教諭等を対象として、防犯教室研修講座など各種研修講座を開催しています。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

参加者数 2,086

（前年度実績） 2,388

事業数

交付決定額

項目
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

　　　県立学校教職員を対象として、ＡＥＤの取扱いを含めた心肺蘇生法研修会を開催しています。

項目 年間目標
（計画校数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：校）　

累計

参加者数 191

（前年度実績） 191

事業数

交付決定額



３　業務実績

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

「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組と
して体力テスト「キャラバン隊」を小学校等
に派遣するとともに、平成26年度神奈川県児
童生徒・体力運動能力調査について、報告書
を作成・配布した。

　「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組
として、「体力テストキャラバン隊」及び夏
休み「みんなで朝ラジ!!プロジェクト」の実
施。
①体力テストキャラバン隊について、小学校
での体力テストや研修会へキャラバン隊を派
遣。
②夏休み「みんなで朝ラジ!!プロジェクト」
について、ラジオ体操を実施している自治体
等の状況を把握するため、事前・事後調査を
実施。また、県内全公立小学校に通う児童へ
ラジオ体操カードの配付。さらに県立相模原
公園（７月20日）にてラジオ体操講習会を実
施。

「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組と
して、「体力テストキャラバン隊」の派遣、
「運動習慣カード」の配付及び「健康・体力
つくりフォーラム」の開催を実施。
①体力テストキャラバン隊として、小学校で
の体力テストや研修会へキャラバン隊を派
遣。
②運動習慣カードを県内公立小学校（政令市
を除く）に通う児童へ配付。
③健康・体力つくりフォーラムを開催し、健
康・体力つくり実践研究校の中間報告等を発
表。

「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組と
して、「体力テストキャラバン隊」の派遣及
び「健康・体力つくり実践研究校」の研究会
を実施。
①体力テストキャラバン隊として、小学校で
の教員研修会や地区ごとの教員研修会へキャ
ラバン隊を派遣。
②健康・体力つくり実践研究校の今後の方向
性等を検討。
学校にアンケートを行った結果、今年度の実
績値は38.8％、達成率（実績値／目標値）は
94.6％で概ね計画どおり業務運営が行われ
た。

項目 実績・進捗状況

学校給食の地産地消の推進

（公財）神奈川県学校給食会に委託している
「かながわ産品学校給食デー」に関する情報
紙の発行を行うとともに、会議、研修の場で
市町村の取組みの促進を図った。

情報誌発行のため、学校を訪問し取組につい
ての取材を行った。会議、研修の場で「かな
がわ産品学校給食デー」及び「かながわ学校
給食地場産物利用促進運動」について周知し
た。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=47

項目 実績・進捗状況

子どもの未病対策の取組
【かながわグランドデザイン　実施計画
プロジェクト　No.16 スポーツ】
　本事業は本県の総合計画である「かな
がわグランドデザイン」のプロジェクト
に位置づけられている事業です。プロ
ジェクトでは数値目標の一つとして「小
学生が週３回以上の運動やスポーツを実
施する率」を掲げており、今年度の目標
値は、41％となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf


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

045-210-8305（直通）連絡先（電話番号）

所属長評価

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

概ね計画どおり進めることができた。１年を振り返って課題を整理
し、翌年度の取組みに反映する。

概ね計画どおり進めることができた。引き続き、効率的な業務運営を
行いたい。

学校給食の地産地消の推進 10月から12月までの３か月間を「かながわ学
校給食地場産物利用促進運動」実施期間と位
置づけ、各学校において地場産物利用を促進
する運動を実施し、あわせて学校給食におけ
る地場産の使用に関する調査を行った。

「かながわ学校給食地場産物利用促進運動」
の実施結果や学校給食における地場産の使用
に関する調査の集計結果を各市町村、各県立
特別支援学校に報告、周知した。また、ホー
ムページにおいて各市町村や各県立特別支援
学校での取組内容や献立を掲載し、周知し
た。


