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１　事業実施状況

　①　介護給付費県負担金の交付

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

79,313,000千円 79,313,000 △ 1,016,664 78,296,336

77,206,355千円 77,206,355 △ 1,227,720 75,978,635

　　認知症リスクの軽減が期待される｢コグニサイズ｣

（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。

交付決定額

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1393/

所属のホームページ

高齢社会課

室・課（出先は所属）名

　　　介護保険法に基づき、市町村*に対して、介護給付及び予防給付に要する経費の一部を負担し
　　ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(*県内全市町村対象)

項目
年間目標
（計画）

　交付決定額　　　　　　 　　　(単位：千円)

（前年度実績）

第１号様式 

所属進行表 

高齢社会課長の笹島大志です。 

 高齢社会課では、主に次の仕事をしています。 

 ・ 介護保険の円滑な運営を確保するための保険者 

  （市町村）の支援 

 ・ 老人福祉法・介護保険法の規定に基づく「かな    

  がわ高齢者保健福祉計画」の策定･推進  

 ・ 介護予防や生きがい対策、社会参画の推進 

 ・ 認知症対策や高齢者虐待防止の推進 

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

6,122 12 20 12 869 913

3,041 1,843 1,769 2,393 1,958 140,654 148,617

46,266 66,770 42,037 14,478 123,285

55,429 1,854 1,789 69,175 44,865 155,133 272,816

項目 (再)配当額

事業費 95,120,552 13,469,508 19,029,189 28,401,596 34,000,506 119,466 95,020,265

維持管理費 0

計 95,120,552 13,469,508 19,029,189 28,401,596 34,000,506 119,466 95,020,265

49,453 32,666 49,279 34,383 165,781

13,518,961 19,061,856 28,450,875 34,034,889 119,466 95,186,047

△ 13,517,107 △ 19,060,067 △ 28,381,700 △ 33,990,024 35,667 △ 94,913,230

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

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 17 16 16 17

上記以外の職員 1 2 2 2

計（人） 18 18 18 19

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1393/


　②　地域支援事業費交付金の交付

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

2,101,369千円 2,101,369 91,756 2,193,125

2,131,214千円 2,131,214 △ 70,104 2,061,110

　③　認知症対策の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

400 0 104 193 104 401

400 0 81 165 101 347

700 177 158 184 160 679

700 242 209 200 165 816

　④　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。

　⑤　生きがい対策の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

3,050 322 490 1,635 291 2,738

3,900 287 0 2,283 295 2,865

　　　高齢者が健康で生きがいのある生活を続けられるよう、日ごろの文化、スポーツ活動の成果を
　　発表する場として「ゆめかながわシニアフェスタ」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）

介護ロボット普及推進セン
ター見学者数

（前年度実績）

　　　要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に、介護予防事業などを行う地域支援事
    業に要する経費の一部を市町村*に対して交付しています。　　　　　　　(*県内全市町村対象)

項目
年間目標
（計画）

　交付決定額　　　　　　 　　　(単位：千円)

ゆめかながわシニアフェスタ
参加者数

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

　　　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）

（前年度実績）

かながわ認知症コールセン
ターの相談者数

（前年度実績）

　　　認知症の方が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができるよう、総合
　　的な認知症対策を推進しています。

項目 年間目標
（計画人数）

     実績人数　　　　　　　　（単位：人）

認知症介護実践者研修の修了
者数

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


２　業務実績

　①　地域包括ケアの推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　②　「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

　③　かながわ感動介護大賞表彰事業の継続実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

かながわ感動介護大賞については、こちらをご覧ください。

　在宅医療･介護連携推進事業の実施予定を把
握するため、県内市町村に照会し、地域包括
ケア会議に向けた準備をしました。

かながわ感動介護大賞表彰事業の取組状
況

　協賛企業や感動介護エピソードの募集を行
うとともに、第１回実行委員会を開催し、今
年度の取組予定等について検討しました。

　表彰選考会を２回開催し、表彰候補作品の
選出等を行うとともに、第２回実行委員会に
おいて、表彰式典に向けた取組み等について
検討しました。

　表彰式典を開催するとともに、民間企業等
との協働により、受賞者への取材や式典の模
様を収録したドキュメンタリー番組を作成し
ました。

　受賞作品等を収録した作品集及びドキュメ
ンタリー番組を収録したＤＶＤを作成し、市
町村・地域包括支援センター・養成校等に配
布しました。

　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。

項目 実績・進捗状況

　　　介護従事者がやりがいと誇りをもって仕事ができるよう、介護の仕事の素晴らしさをアピール
　　するため、「かながわ感動介護大賞表彰事業」に取り組んでいます。

　　　地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域包括支援センター等が主催する「地域ケア会議」
　　の実施やネットワークづくりへの支援等に取り組んでいます。

項目 実績・進捗状況

地域包括ケア会議の開催状況

　地域包括ケア会議を開催し、市町村等の地
域ケア会議の課題等について議論しました。

　次回の地域包括ケア会議に向けて、市町村
等における地域ケア会議の調査について、準
備しました。

　地域包括ケア会議を開催し、市町村等の地
域ケア会議の課題等について議論しました。

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。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417781/


　④　認知症リスクの軽減が期待される運動の全県展開

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

運動による認知症リスクの軽減については、こちらをご覧ください。

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)210-4835連絡先（電話番号）

所属長評価

　介護保険事業の円滑な運営を図るため、介護給付費県負担金など市
町村への交付事務を適切に行ったほか、各事業について概ね着実に取
り組みました。

　各事業について、市町村や関係団体等と連携を図りながら、概ね着
実に取り組みました。

　　　多くの高齢者が認知症リスク軽減に取り組めるよう、運動と認知トレーニングを組み合わせた
「コグニサイズ」の全県展開に取り組んでいます。

  概ね着実に取り組みました。これまでの成果等を踏まえ、今後の業
務により一層努めます。

　年間を通して、介護予防や生きがい対策、認知症対策等概ね着実に
取り組みました。これまでの成果等を踏まえ、よりいっそう業務を推
進していきます。

　各事業について本格的に展開しているところであり、概ね順調に取
り組みました。

項目 実績・進捗状況

認知症リスクの軽減が期待される運動の
取組状況

【かながわグランドデザイン　実施計画プ
ロジェクト　№３ 高齢者福祉】
　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「｢コグニサイ
ズ｣など認知症リスクの軽減をテーマとした
教室やイベントなどへの加者数(累計)」を
掲げており、今年度の目標値は、7,000人と
なっています。
Http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/783679.pdf#page=43

　「県のたより４月号」にコグニサイズを紹
介するとともに、介護予防事業者等を対象
に、コグニサイズを学ぶ研修会を開催しまし
た。

　市町村の介護予防教室や介護予防講演会、
県のイベント等において、コグニサイズを実
施しました。

　介護予防事業者等を対象に、コグニサイズ
を教える研修会を６回開催しました。

　「コグニサイズ」など認知症予防をテーマ
とした介護予防教室や相談会・講演会の実施
状況を把握し、33市町村で18,687人実施しま
した。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f12651/

