
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 22,379,231 1,554,400 1,182,161 6,560,602 21,089,659 142,509 30,529,331

使用料及び手数料 2,130,662 506,107 429,554 645,878 401,834 20,341 2,003,714

財産収入 72,641 24,116 4,999 7,933 6,082 1 43,131

分担金及び負担金 67,939 3,866 11,967 319 460 34,269 50,881

その他 16,600,760 907,423 1,933,716 2,383,485 6,058,367 3,958,971 15,241,963

収入計（A) 41,251,233 2,995,913 3,562,398 9,598,218 27,556,402 4,156,090 47,869,021

項目 (再)配当額

事業費 355,387,844 33,083,301 56,880,083 114,093,673 140,206,783 13,155,914 357,419,754

維持管理費 2,701,008 343,807 449,378 804,108 508,289 501,293 2,606,875

計 358,088,852 33,427,109 57,329,461 114,897,778 140,715,069 13,657,207 360,026,629

4,935,780 3,354,278 5,090,634 3,497,292 16,886,248

38,362,886 60,683,734 119,988,413 144,212,362 13,657,207 376,912,877

△ 35,366,973 △ 57,121,336 △ 110,390,195 △ 116,655,960 △ 9,501,117 △ 329,043,856

収
入

収入済額

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

業務運営進行表
（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

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。

保健福祉局長の中村正樹です。 

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 

・ 保健福祉局各所属における、 

  予算立案、広報・広聴、人事等の調整業務を行っています。 

・ 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 

・健康寿命延伸に向けての取り組みを行っています。 

 ⇒未病を治す取り組み、がん対策、たばこ対策、健康づくりの推進など 

・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に取り組んでいます。 

・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、疾病予防や指定難病患者等への治療の支援を行っています。 

 

３ 福祉部 

・地域福祉支援計画等の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。 

・手話の普及、手話推進計画の策定に取り組んでいます。 

・バリアフリーの街づくりの推進に取り組んでいます。 

・福祉・介護人材の確保に取り組んでいます。 

・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業務を行っています。 

・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。 

・動物愛護の取り組みを推進しています。 

 ⇒平成26年度に達成した犬猫の殺処分ゼロの取組みを引き続き推進しています。 

 ⇒動物保護センター再整備のための建設資金に充てるため、広く寄附を募っています。 

・医薬品等の品質・安全性の確保、薬局等の許認可・指導、 

 危険ドラッグ・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)を発表しました！ 

(「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 ) 

健康寿命日本一への取組について 

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

ミビョーナ＆ミビョーネです。 

よろしくね♪ 

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


Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

1,663 1,698 1,689 1,702

605 715 741 633

2,268 2,413 2,430 2,335

Ⅳ　業務実施状況

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

5,000 3,563 756 2,109 294

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,400 0 0 330 2,611

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100,000 0 0 13,261 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 0 1 4 2

10 0 1 3 4

「未病センター」
設置数、「未病を
治すかながわ宣言
協力活動」への登
録事業所数(累計)

6,722

計（人）

【かながわグランドデザイン プロジェクト No.１ 未病】

　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、プ
ロジェクトでは数値目標の一つとして『「未病センター」設置数、「未病を治すかながわ宣言協力活動」への登録
事業所数(累計)』を掲げています。

☆　かながわグランドデザイン実施計画プロジェクトの数値目標の詳細はこちら

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：事業所）　

累計

実　績　　　　　　　　　　　（単位：箇所）　

累計

区分

累計

2,941

　① 「未病サポーター」の育成
     「未病を治す」ことの重要性や「食･運動･交流」による「未病を治す」取組みについて、自らの
　　体験を含め、「口コミ」で地域における普及啓発に取り組む人材の育成を行います。

項目 年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

未病サポーター
育成数

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

☆　未病センターの認証制度についてはこちら

 ②　中高年の未病対策(糖尿病対策の推進)
　 　発症まで典型的な「未病」の過程を辿ることが多く、患者数の伸びが著しい「糖尿病」につい
　 て、発病後に必要となる食事制限や重症化に伴う重篤な合併症など生活への深刻な影響や社会的
   な損失に関する理解と、その対策の重要性を訴える普及啓発を推進します。

項目 年間目標

介護予防エクササ
イズ、ご当地体操
など、運動・社会
参加イベントの開
催数(開催支援含
む）

7

（前年度実績） 8

ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布、ﾒﾙﾏ
ｶﾞ配信

13,261

  ③　団塊世代の未病対策(介護予防、認知症予防の取組み)
　　　認知症予防プログラム「コグニサイズ」や、介護予防エクササイズ、県内各地のご当地体操
　　など、健康長寿のための「運動」による「未病を治す」取組みを推進します。

☆　未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度についてはこちら

項目
年間目標 実　績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

※第1四半期分には、平成26年度認証分を含む 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/p887051.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/p754591.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


　④　がんにならない取組みの推進

　　　受動喫煙防止条例未対応施設等への戸別訪問による指導等、条例の適切な施行により、受動

　　喫煙防止対策を着実に進めるなど、たばこ対策を推進します。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開催しまし
た。
　・9/9 「職域等におけるがん対策について/
　　　　　未成年者の喫煙防止について」
○ 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しました。
　・9/9 「職域等におけるがん対策について/
　　　　　未成年者の喫煙防止について」
　(卒煙サポート人材育成セミナーと合同開催)

○ 卒煙をサポートする人材育成セミナーを開催しまし
た。
　・11/26 「事業所等における卒煙サポート
　　　　　の進め方～先進事例から学ぶ～」
○ 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しました。
　・10/15 「神奈川県におけるたばこ対策～
　　　　　三崎センターの取組み～/抱えてい
　　　　　る荷物は、何ですか(薬物・アル
　　　　　コール予防プログラム)」（平成27
　　　　　年度喫煙・飲酒・薬物乱用防止教
　　　　　育研修講座と合同開催)
○ 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しました。
　・11/21 受動喫煙防止キャンペーン～子ど
　　　　　もをたばこの煙から守ろう！～

○　全国版観光情報誌に、受動喫煙防止条例
について掲載しました。（1～3月発刊）
○　卒煙をサポートする人材育成セミナーを開催しま
した。
　・2/4 「卒煙相談の実際～「動機づけ面接
　　　　法」を中心に」
○　受動喫煙防止条例施行後の県民の意識や施設の状
況を把握するため実施した「平成27年度受動喫煙に関
する県民意識調査及び施設調査」の結果を公表しまし
た。（2/8速報、3/31報告書）
○　たばこの健康影響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しました。
　・2/4 路上喫煙防止対策キャンペーン（県、横浜
市、川崎市）での実施
　・2/3～5 テクニカルショウヨコハマ2016（第37回工
業技術見本市）での実施
　・2/20～25 CP+2016カメラと映像のワールドプレミ
アムショウでの実施

項目 実績・進捗状況

がんにならない取組みの推進

○ 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しました。
　・5/9 かながわ看護フェスティバル
　・6/2～6/8 横浜開港記念バザー

○ 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)しました。
　・6/13 チャレンジ講座第１回(横浜)
　・6/20 　　　同　　　第２回(川崎)
　・6/28 　　　同　　　第３回(横浜)

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


（２）地域医療提供体制、医療健康保険制度の改革への対応

①地域医療構想の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

②在宅医療の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

③医師確保対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

④県・市町村・後期高齢者医療広域連合医療保険事務改革検討協議会の取組み

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

　　　　　＜地域医療構想の策定＞

平成28年度半ばまでに地域医療構想を策定す
るため、地域の関係者による検討を進めま
す。

・基礎的なデータとなる2025年の医療需要の推計を行
いました。

・県内８地域で地域医療構想調整会議を立ち上げ、第
１回会議を開催しました。

＜県・市町村・後期高齢者医療広域連合医療
保険事務改革検討協議会の取組み＞

国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の
円滑な運営のための事務改善に向けて、市町
村や広域連合とともに検討を進める。

※文中「ＷＧ」とは、ワーキンググループの
こと。

　第１回医療保険制度改革検討部会を開催し、平成30
年度の国民健康保険制度改革に向けて、国保財政等問
題検討ＷＧ及び事務処理標準化問題検討ＷＧを設置す
ることを決定しました。
　「持続可能な国民健康保険制度の構築を求める要望
書」を国へ提出しました。
  後期高齢者医療事務改革検討部会にて市町村におけ
る保険料収納対策の取組みについての情報共有・意見
交換を実施しました。

　国保財政等問題検討ＷＧ（第１回）及び事務処理標
準化問題検討ＷＧ（第１回）を開催し、平成30年度の
国民健康保険制度改革に向けた検討課題等について協
議しました。

　国保財政等問題検討ＷＧ（第２回、第３回）及び事
務処理標準化問題検討ＷＧ（第２回、第３回）を開催
し、平成30年度の国民健康保険制度改革に向けた検討
課題等について協議しました。
　両ＷＧの検討状況を報告するため、第２回幹事会及
び第２回医療保険制度改革検討部会を開催しました。
　後期高齢者医療事務改革検討部会にて保険料収納率
向上に向け、市町村にアンケート等により意見聴取を
実施しました。

　国保財政等問題検討ＷＧ（第４回）及び事務処理標
準化問題検討ＷＧ（第４回）を開催し、今年度におけ
るＷＧでの議論の総括と今後の検討のあり方等を協議
しました。
　両ＷＧの検討状況を報告するため、第３回幹事会及
び第３回医療保険制度改革検討部会を開催しました。
　後期高齢者医療事務改革検討部会にて保険料収納対
策として口座振替の案内文書の更新を実施しました。
　保健事業ＷＧにて、県後期高齢者医療広域連合の重
複・頻回受診者訪問指導及び歯科健康診査の実施に係
る課題並びに国保データベースシステム（KDB）の活用
に係る意見交換を実施しました。

項目 実績・進捗状況

　　　　　　＜在宅医療の推進＞

保健福祉事務所や市町村、関係団体と連携
し、在宅医療の推進体制整備や人材育成、普
及啓発に取り組みます。

・在宅歯科医療連携室を運営しました。

・在宅医療推進協議会を開催しました。
・在宅医療トレーニングセンター事業、在宅医療連携
システム導入事業の開始に向けて準備しました。
・在宅歯科医療連携室を運営しました。

・在宅医療トレーニングセンター事業、在宅医療連携
システム導入事業を開始しました。
・在宅歯科医療連携室を運営しました。
・在宅歯科医療に取り組む歯科医療機関に機器整備
（140件）を行いました。

・在宅医療トレーニングセンター事業、在宅医療連携
システム導入事業を実施しました。
・在宅歯科医療連携室を運営しました。

・第２回会議を開催し、構想区域の設定や都道府県間
の患者流出入について検討しました。

・第３回会議を開催し、構想区域間の患者流出入につ
いて検討するとともに、地域の医療提供体制の現状等
について情報共有しました。
・第４回会議を開催し、骨子案について検討しまし
た。

項目 実績・進捗状況

　　　　　＜医師確保対策の推進＞

地域医療支援センターについて、平成27年度
中の設置に向けた検討を進めるとともに、不
足している状況が顕著な診療科等の医師の育
成・確保に努めます。

・地域医療支援センターの設置に向けて検討ワーキン
ググループを開催し、センターの業務内容や運営のあ
り方等の検討を行いました。

・地域医療支援センターの設置に向けて引き続き、関
係機関と調整を行いました。

・地域医療支援センターを設置し、運営委員会を開催
しました。

・運営委員会を開催しました。
・臨床研修医の確保に向けて、学生を対象とした臨床
研修病院合同説明会を実施しました。

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


（３）県立病院の機能強化と感染症等の健康危機管理事象への対応

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

②災害時医療救護体制の再構築

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

③「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

　地域における医療資源の配分等の各種調整を担う
人材を育成するため、地域災害医療コーディネート
研修を開催するとともに、新たに地域災害医療コー
ディネーターを30名を委嘱しました。また、災害時
の急性期に県内で医療救護活動を行うＤＭＡＴ－Ｌ
隊員の養成研修を行い、地域の災害医療体制のさら
なる強化を図りました。

災害時の医療対策、医療救護のあり方を検討する災
害医療対策会議を実施し、また、各保健福祉事務所
にて開催する地域災害医療対策会議を実施するに当
たって、支援を行いました。
　1月26日の国民保護共同実動訓練において、現場救
護所におけるＤＭＡＴ活動や災害拠点病院、災害協
力病院における受入、診療等、実践的な医療救護活
動訓練を行いました。また、横浜市との共催で今年
度２回目のＤＭＡＴ－Ｌ隊員の養成研修を行い、地
域の災害医療体制のさらなる強化を図りました。加
えて災害発生時における、災害協力病院、神奈川Ｄ
ＭＡＴ－Ｌ指定病院を追加指定し、医療救護体制の
充実強化を図りました。

県立がんセンター重粒子線治療施設稼働に向
けた準備

i-ROCKにおける重粒子線治療に関する課題検討委員会
を６月２日に開催しました。

　　　　＜「風しん撲滅作戦」の展開＞

2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク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、抗体検査事
業、広報の実施、企業への働きかけ、九都
県市への共同実施の提案などの「風しん撲
滅作戦」を展開します。

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査を実
施しました。
・風しん広報戦略事業（風しん対策ＷＥＢサイト運
用業務）を実施しました。
・企業訪問等による働きかけを実施しました。
・九都県市部会における提案を行いました。

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査を実
施しました。
・風しん広報戦略事業（風しん対策ＷＥＢサイト運
用業務）を実施しました。
・企業等へのチラシ等の送付による働きかけを実施
しました。
・九都県市部会における協議を行いました。

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査を実
施しました。
・風しん広報戦略事業（「ストップ風しん祭
2015」、風しん対策ＷＥＢサイト運用業務）を実施
しました。
・企業訪問等による働きかけを実施しました。

・風しん予防接種事業費補助、風しん抗体検査を実
施しました。
・風しん広報戦略事業（風しん対策ＷＥＢサイト運
用業務）を実施しました。
・企業（男性従業員）向けのパンフレットを新規作
成しました。
・企業訪問等による働きかけを行いました。

項目 実績・進捗状況

　　　＜災害時医療救護体制の再構築＞

災害医療コーディネーターを活用して、災
害時医療救護体制全般に関する「災害医療
対策会議」を開催し、医療救護体制のあり
方の検討、人材育成、研修、訓練の企画・
調整を行います。
　また、大規模災害時における地域のコー
ディネート機能を向上させるため、原則と
して二次医療圏ごとに地域災害医療コー
ディネーターを設置し、人材を育成するた
めの研修会を開催するほか、各地域で地域
災害医療対策会議が開催できるよう調整
し、大規模災害の発生に備えます。

　災害発生時における医療チームの派遣調整等を行
う災害医療コーディネーターを、平成27年４月１日
付けで新たに４人追加配置し10人体制とした。新体
制による災害医療コーディネーター会議において
は、災害時における地域のコーディネート機能の向
上に向けて、方向性を確認しました。
  また、９月１日の内閣府主催の大規模災害時医療
救護活動訓練に向けて、より実践的な訓練となるよ
うＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）のインストラク
ター会議を毎月開催しました。

　８月30日のビッグレスキューかながわ（県・厚木
市合同総合防災訓練）において、現場救護所や災害
拠点病院におけるＤＭＡＴ活動、ミニＳＣＵにおけ
る航空搬送患者の選定や診療等、実践的な医療救護
活動訓練を行いました。
　９月１日の大規模災害時医療救護活動訓練（内閣
府主催。都心南部直下地震を想定）において、33災
害拠点病院（全ＤＭＡＴ保有病院）が参加し、ＤＭ
ＡＴ活動、ＤＭＡＴ調整本部の設置運営、ＳＣＵ
（航空搬送拠点）の設置運営等の訓練を行いまし
た。

治療開始へ向けた調整を行いました。

12月５日に開棟式を行い、12月15日に治療を開始しま
した。

１月中に臨床試験を終え、２月から一般向けの治療を
開始しました。また、患者の経済的負担軽減のため、
治療費支援や利子補給制度を開始しました。

①県立がんセンター重粒子線治療の開始準備

項目 実績・進捗状況

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


④県内看護師養成の拡充

　　県立平塚看護専門学校の看護大学校への改編(4年制の導入)を実施します。　

⑤EPA外国人看護師・介護福祉士候補者の支援

２　福祉部

（１）高齢者・障害者支援施策の推進

①「人の力のみで抱え上げない介護・介護」の普及推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

②　介護ロボットの普及推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

73 124 181 155 533

88 117 43 72 320

介護ロボット普及推進センターの公開事業については、こちらをご覧ください。

③　「神奈川県障害者計画」に基づく障害福祉サービスの充実

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第４四半期 本館改修工事に向けた仮設校舎設計委託等を推進しました。

時期 実績・進捗状況

実績・進捗状況

第１四半期 改編に必要な本館改修工事設計費等の予算案を議会に提案しました。（6月補正予算）

第２四半期 本館改修工事に向けた仮設校舎設計委託等の準備業務を推進しました。

時期

第３四半期 本館改修工事に向けた仮設校舎設計委託等を推進しました。

第４四半期 看護師・介護福祉士国家試験対策講座を実施し、EPA候補者激励会を開催しました。

　 県内候補者の国家試験合格を目指し、経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の学習支援等を実
施します。

　介護現場での負担軽減や人員不足の解消を図るため、「介護ロボット普及推進センター」を設置し、介護施設等
の関係者に対し、介護ロボットの活用現場を体感する機会を設け、介護ロボットの普及推進を図っています。

項目 年間目標
（計画人数）

     実績人数　　　　　　　　（単位：人）

第１四半期 看護師国家試験対策講座、介護福祉士国家試験対策講座を委託しました。

第２四半期 看護師・介護福祉士国家試験対策講座を実施し、受入施設連絡会を開催しました。

第３四半期 看護師・介護福祉士国家試験対策講座を実施しました。

介護ロボット普及推進センター
見学者数

（前年度実績）

　介護・看護等の現場では、人を抱え上げるなどの腰に負担の生じる作業が、腰痛、さらには労働力の低下につな
がる深刻な問題であることから、現場における腰痛予防対策の考え方である「人の力のみで抱え上げない介護・看
護」の普及推進に取り組んでいます。

項目 実績・進捗状況

神奈川らくらく介護推進事業の取組状況

　介護・看護職員の負担軽減や質の高いケアを提供す
るため、人の力のみで抱え上げない介護・看護の理念
や技術の普及などを行う、「神奈川らくらく介護宣
言」を６月に発表しました。

　神奈川らくらく介護宣言の趣旨を踏まえた、ロボッ
ト・機器効果検証事業や介護ロボット導入支援事業の
事務手続きを進めました。

　ロボット導入事業者を募集し、順次、申請・交付決
定の手続きを実施しました。

神奈川らくらく介護宣言の理念を普及するための講習
会の開催及びリーフレットの作成・配布を行いまし
た。

障害者の地域生活への支援

①障害者自立支援給付費等負担金の交付決定に向けた
市町村との調整を行いました。
②障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）
の交付決定をしました。
③重度障害者住宅設備改良費助成事業の市町村補助金
の交付決定をしました。
④発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域
生活の支援に係る事業を実施しました。

①障害者自立支援給付費等負担金の交付決定及び支払
いを行いました。
②障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）
の支払いをしました。
③重度障害者住宅設備改良費助成事業の市町村補助金
の支払いをしました。
④発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域
生活の支援に係る事業を実施しました。

①障害者自立支援給付費等負担金の支払いをしまし
た。
②障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）
の支払いをしました。
③重度障害者住宅設備改良費助成事業の市町村補助金
の支払いをしました。
④市町村職員や障害福祉施設等の職員を対象とした虐
待防止・権利擁護研修を開催しました。
⑤平成26年度の県内の障害者虐待の状況を公表しまし
た。
⑥発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域
生活の支援に係る事業を実施しました。①障害者自立支援給付費等負担金の変更交付決定及び
支払いをしました。
②障害者地域生活支援事業費補助（市町村統合補助）
の変更交付を決定しました。
③重度障害者住宅設備改良費助成事業の市町村補助金
の変更交付を決定しました。
④在宅重度障害者等手当の支給をしました。
⑤発達障害や障害者虐待防止をはじめ、障害者の地域
生活の支援に係る事業を実施しました。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f420373/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/


④　手話推進計画の策定及び手話の普及

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

⑤　介護人材の養成・確保対策の推進

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

　神奈川県手話言語条例の施行を受け、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現するた
め、「手話推進計画」を策定します。
　「手話推進計画」の策定に当たり、障害者関係団体を始め福祉、教育、産業、労働等の各分野の方々から構成さ
れる「神奈川県手話言語普及推進協議会」を開催し意見を伺います。
　また、手話普及推進のため、パンフレットを作成し、配布します。

項目 実績・進捗状況

１　手話推進計画の策定
２　神奈川県手話言語普及推進協議会開催
３　パンフレット作成、配布

２　第１回神奈川県手話言語普及推進協議会を開催し
ました。(5/20)

１　手話推進計画骨子案を作成しました。
２　第２回神奈川県手話言語普及推進協議会を開催し
ました。(8/26)

１　手話推進計画素案を作成しました。
２　第３回神奈川県手話言語普及推進協議会を開催し
ました。(11/10)
３リーフレット作成、配布をしました。(11/2配布開
始)
１　手話推進計画を策定しました。
２　第４回神奈川県手話言語普及推進協議会を開催し
ました。(2/9)
２　第５回神奈川県手話言語普及推進協議会を開催し
ました。(3/22)

　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、地域医療介護総合確保基金を活用して、福祉人材
センターを通じて、介護の仕事の理解促進や魅力啓発に取り組みます。
　また、介護従事者の資質向上を図るため、県独自のファーストステップ研修や介護職員研修受講促進支援事業を
実施します。さらに、労働環境を整備するため、介護事業を行う中小規模の事業者経営者層を対象に経営マネジメ
ント支援を行います。

項目 実績・進捗状況

１　職場体験や懇談会等の実施
２　ファーストステップ研修の実施
３　介護職員研修受講促進支援事業の実施
４　経営マネジメントセミナーの実施

１　福祉・介護の職場体験を実施しました。
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催しました。
　　（５月16日、６月20日）

１　福祉・介護の職場体験を実施しました。
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催しました。
　　（７月18日、８月15日）
２　横須賀・三浦地区（７月）、県央地区及び県西地
区（８月）で開講しました。
３　介護サービス事業者が、従業者にホームヘルパー
の養成研修を受講させる費用に対する助成事業などを
８月から開始しました。

１　福祉・介護の職場体験を実施しました。
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催しました。
　　（10月10日、11月21日及び12月19日）
２　湘南西部地区（10月）、湘南東部地区、横浜地区
及び相模原地区（11月）で開講しました。
３　介護サービス事業者が、従業者にホームヘルパー
の養成研修を受講させる費用に対する助成事業などを
継続して実施しました。（12/28まで）
４　経営マネジメントセミナーを７回実施しました。

１　福祉・介護の職場体験を実施しました。
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催しました。
　　（１月16日、２月13日及び３月19日）
２　ファーストステップ研修を実施しました。（県内
５地区で引き続き実施）
３　経営マネジメント支援セミナー・介護人材育成
フォーラムを実施しました。（２月26日）

（２）生活困窮者の自立に向けた支援

項目 実績・進捗状況

生活困窮者の自立に向けた支援

生活困窮者自立支援法に基づく相談支援を、県・市が
県内全域で開始しました。
生活困窮者について部局横断的に情報共有を行いまし
た。

生活困窮者自立支援法に基づく相談支援を行いまし
た。
7/21に対話の広場を開催しました。いただいたご意見
を受けて、相談窓口の周知等を行いました。

生活困窮者自立支援法に基づく相談支援を行いまし
た。

生活困窮者自立支援法に基づく相談支援を行いまし
た。
県内各自治体の相談支援員の会議を開催し情報交換と
情報共有を行うとともに、支援員の研修を開催しまし
た

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


３　生活衛生部

（１）　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 累計

100 0 10 26 0 36

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

90%以上 85.5% 96.2% 106.8% 91.4%

87%以上 87.0% 111.3% 97.1% 92.5%

35%以上 85.5% 81.4% 121.3% 61.2%

30%以上 78.9% 93.9% 121.3% 80.0%

返還・譲渡率 ＝（返還数＋譲渡数）÷ 収容数

100%を超えているのは、前期までに収容した犬・猫も返還・譲渡しているため

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

045-210-4618（総務室）

犬・猫の殺処分ゼロは継続しています。

犬・猫の殺処分ゼロは継続しています。

犬・猫の殺処分ゼロは継続しています。

局長評価

局として「未病を治すかながわ宣言」の積極的な推進を目標に掲げており、各所属
において順調に取り組みを進めています。
また、「神奈川県薬物濫用防止条例」を制定し、県民総ぐるみ運動を推進しまし
た。

防災の分野では、８月に「ビッグレスキューかながわ」として厚木市との合同防災
訓練を実施したほか、９月１日の内閣府主催の「大規模災害時医療救護活動訓練」
に参加するなど、緊急時の対応を確認できました。また、子宮頸がん予防ワクチン
接種後に何らかの症状に苦しむ方に対する支援として、都道府県で初めて医療費等
の給付を８月から開始することができました。

「未病を治すかながわ宣言」関係では、未病サポーター養成研修を開始し、修了者
数を順調に伸ばしています。また、がんセンターにおける重粒子線治療を無事開始
させることができました。また、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害支援に
ついて、国が救済を再開したため、申請受付を終了しました（申請者29名）

第4回及び第5回神奈川県手話言語普及推進協議会を開催し「手話推進計画」を作成
したほか、がん医療においては全国がん登録を開始し、拠点病院１病院、県指定病
院３病院を新規に指定しました。

各業務において、概ね当初の目標を達成することができ、未病サポーターの育成に
おいても目標以上の成果を上げることができました。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きます。

連絡先（電話番号）

試買検査（検体数）

（２）動物愛護の推進

①　犬・猫の殺処分ゼロの継続
　「殺処分のための施設」から「生かすための施設」に向けて、犬・猫の殺処分ゼロの継続に取り組みます。

項目 実績・進捗状況

項目
年間目標
(計画）

実績

（前年度実績） 86.5%

犬の返還・譲渡率 94.4%

（前年度実績） 91.1%

猫の譲渡率 85.2%

犬・猫の殺処分ゼロの継続

犬・猫の殺処分ゼロは継続しています。

②　動物の返還・譲渡促進

　犬・猫の殺処分数をできる限り少なくするため、収容された犬・猫について、飼い主への返還促進、ボラン
ティアとの協働による譲渡促進等に取り組みます。

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　　実績　　　　　 （単位：％）

年間実績

　危険ドラッグの販売実態を把握するため、試買検査により規制薬物含有の有無を確認します。また、27年４月
末現在、販売店舗はゼロとなりましたが、確認した場合には、その都度、立入調査を行い、販売自粛を要請しま
す。

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

