
局名 部名

保健福祉
局

保健医療
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　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)　

（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。

第２四半期

第３四半期

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/1598/

所属のホームページ室・課（出先は所属）名

本館改修工事に向けた仮設校舎設計委託等を推進

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（平成28年度継続）

時期 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提案（6月補正予算）

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

保健人材課

第１号様式 

所属進行表 

保健人材課長の楠 顕子です。 

保健人材課では、主に次の仕事を行っています。 
 

 ・「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進 

    に関する法律」に基づく、助産師・ 看護師等の養成、指導、 

   再教育等 

・EPA外国人看護師・介護福祉士候補者の支援 

・保健福祉大学、県立看護専門学校に関する業務 

・栄養士法の施行に関する業務 

・医師、歯科医師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療 

   法士、作業療法士、視能訓練士の免許業務   

・各医療関係職種養成所等の指導・監督業務 

看護職資格紹介冊子「やさしさがキャリア

になる」 

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

23,633 23,633 114 23,747

1,068,942 49,831 70,960 43,158 866,500 1,030,449

58,486 10,363 9,440 6,941 14,243 879 41,867

1,151,061 10,363 59,271 77,901 81,034 867,494 1,096,063

項目 (再)配当額

事業費 1,729,579 222,202 219,734 237,309 582,086 378,693 1,640,023

維持管理費 0

計 1,729,579 222,202 219,734 237,309 582,086 378,693 1,640,023

50,536 32,897 49,943 35,501 168,878

272,738 252,631 287,252 617,587 378,693 1,808,901

△ 262,375 △ 193,359 △ 209,351 △ 536,553 488,801 △ 712,837

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

繰入金

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 17 17 17

上記以外の職員 5 4 4 4

計（人） 22 21 21 21

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1598/


２　看護師等確保事業実施状況

　①看護師等養成所運営費補助の交付

　　看護師等養成所の教育内容の強化充実を図るため、民間立の養成所の運営費に対して助成する。

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

21学校 0 0 0 21 0 21

467,672千円 0 0 0 467,654 0 467,654

　②院内保育事業運営費補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離職防止・再就職促進のため、病院内保育事業の運営費に対して助成する。

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

120病院 0 121 0 0 0 121

235,710千円 0 229,717 0 0 0 229,717

　③看護実践教育アドバイザー事業

　 経験豊富な看護実践教育アドバイザーを実習受入施設に派遣し看護基礎教育の充実を図る。

　④未就業看護職員の届出促進(かながわグランドデザイン実施計画プロジェクト２④)

   離職後1年未満のフレッシュ離職者の届出を徹底し、早期の復職につなげる。

　 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付けられ

   ている事業であり、プロジェクトでは数値目標として「再就業を働きかける未就業看護職員の

   対象者数(フレッシュ離職者の届出数)(累計)」を掲げている。今年度の数値目標は2,700(人)

   となっている。

　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　EPA外国人看護師・介護福祉士候補者の支援

　 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。

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

届出数289人で、周知活動の継続

届出数753人で、周知活動の継続

第２四半期

第３四半期

第４四半期

時期 実績・進捗状況

第１四半期 周知活動のためのリーフレットを作成

県内病院、訪問看護ステーションを始め関係団体への周知を実施

県立平塚看護専門学校の看護大学校への改編に必要な本館改修工事
に向けた仮設校舎設計委託等の準備業務を進めるなど、県内看護師
の養成拡充に向けた取組みを引き続き実施した。また、未就業看護
職員の届出を促進するため、県内病院をはじめとする関係団体への
周知を行うなど、質の高い看護人材を育成・確保するための取組み
を順次進めることができた。

年間目標
（計画）

学校数

交付決定額

項目
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

所属長評価

県立平塚看護専門学校の看護大学校への改編に必要な本館改修工事
設計費等の予算案を議会提案するなど、県内看護師の養成拡充に向
けた取組みを行った。また、看護実践教育アドバイザー事業では、
アドバイザーの派遣施設の選定を行う等、質の高い看護人材を育
成・確保するための取組みを順次進めることができた。

時期 実績・進捗状況

第１四半期 看護師国家試験対策講座の委託、介護福祉士国家試験対策講座の委託

第１四半期 事業の委託及び看護実践教育アドバイザー派遣施設の選定

第２四半期

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付決定額

第４四半期 支援活動実績報告会の実施及び業務指針・手引きの作成

病院数

時期 実績・進捗状況

看護実践教育アドバイザーを16施設に派遣し支援を開始

第３四半期 看護実践教育アドバイザーを16施設に派遣し支援を推進

第４四半期 看護師・介護福祉士国家試験対策講座の実施、EPA候補者激励会の開催

第２四半期 看護師・介護福祉士国家試験対策講座の実施、受入施設連絡会の開催

第３四半期 看護師・介護福祉士国家試験対策講座の実施

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


第３四半期

第４四半期

総合評価

看護実践教育アドバイザー事業では、支援活動実績報告会の実施及
び業務指針・手引きを作成することにより、実習受入施設における
看護基礎教育の充実を図ることができた。また、EPA候補者支援事業
では、国家試験対策講座の継続的な実施等により、今年度の看護師
及び介護福祉士国家試験において、県内候補者の合格率が全国候補
者の合格率を上回り、高い支援実績を上げることができた。

県立平塚看護専門学校の看護大学校への改編に必要な本館改修工事
や、病院への実習支援を行う看護実践教育アドバイザー事業等を通
じ、質の高い看護人材を養成するとともに、病院内保育事業への助
成等離職防止を進めるなど、県内の看護人材を確保するための取り
組みを進めることができた。

045-210-4758連絡先（電話番号）

所属長評価

県立平塚看護専門学校の看護大学校への改編に必要な本館改修工事
に向け、仮設校舎設計委託等を推進し、県内看護師の養成拡充に向
けた取組みを引き続き実施した。また、看護実践教育アドバイザー
事業では、アドバイザーを16施設へ派遣し、実習受入れ施設での支
援を行うなど、質の高い看護人材を育成・確保するための取組みを
順次進めることができた。


