
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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

項目 (再)配当額

事業費 367,833,310 35,825,864 60,080,505 114,914,911 149,741,864 210,821,283

維持管理費 2,696,570 333,188 444,487 815,182 507,866 1,592,861

計 370,529,878 36,159,053 60,524,993 115,730,098 150,249,730 0 212,414,142

4,969,154 3,397,544 5,073,302 3,497,635 13,440,001

41,128,213 63,922,536 120,803,398 153,747,362 0 225,854,149合計

支出済額

人件費（注１）

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

局名 保健福祉局

事
業
経
費

（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）所属進行表の額を集計しているため、各計欄は一致しない場合があります。

保健福祉局長の佐久間信哉です。

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。

⇒未病を改善する取組み、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。

・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。

・保健医療人材の確保に取り組んでいます。

３ 福祉部

・地域福祉支援計画等の企画調整、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、手話推進計画の推進、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、障害者差別解消法、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。

・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。

・動物愛護の取組みを推進しています。

⇒犬猫の殺処分ゼロの取組みを引き続き推進しています。

⇒動物保護センターの再整備とその建設資金に充てるための寄附の募集を行っています。

・医薬品等の品質・安全性の確保、薬局等の許認可・指導、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。



Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

1,668 1,715 1,717 1,721

609 747 694 659

2,277 2,462 2,411 2,380

Ⅳ　業務実施状況

１　保健医療部

（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）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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

3 3 2 4 12

4 5 2 2 13

3,204 5,591 2,879 3,737 15,411

4,102 3,676 4,728 4,900 17,406

343 400 360 406 1,509

314 296 374 351 1,335

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

上記以外の職員

平成28年10月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。

項目

県総合リハビリテーションセン
ターの再整備の推進

実績・進捗状況

福祉施設関係の備品整備及び移転業務を行い、平成28年６月か
ら、福祉棟の運営を開始しました。
新棟新築工事を実施しました。

新病院棟の新築工事を実施しました。

新病院棟の新築工事を実施しました。

新病院棟の新築工事を実施しました。また、七沢病院につい
て、平成29年４月の神奈リハ病院統合が円滑に進むように指定
管理者とともに取り組みました。

第５回会議（県保健医療計画推進会議及び県内８
地域に設置した地域医療構想調整会議）を開催
し、地域医療構想（素案）について検討しまし
た。

（３）県総合リハビリテーションセンターの再整備の着実な推進

パブリックコメントを実施し、211件の意見をいた
だきました。
第６回会議を開催し、地域医療構想（案）につい
て検討しました。

10月28日に地域医療構想を策定しました。
10月28日及び12月１日に地域医療構想普及啓発セ
ミナーを開催しました。

第７回会議を開催し、今後の調整会議の運営方法
等の検討を進めました。
１月30日に地域医療構想普及啓発セミナーを開催
しました。

実績・進捗状況

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。
九都県市部会における広報の共同実施を検討しま
した。

引き続き事業を実施しました。

風しん予防接種事業、風しん抗体検査事業等を引
き続き実施するとともに、九都県市共同事業とし
て電車内にて「風しん予防」を訴える中吊り広告
による広報を実施しました。

風しん予防接種事業、風しん抗体検査等引き続き
事業を実施するとともに、企業への働きかけや、
横浜アリーナや横浜国際プールにおけるサイネー
ジ広告等による広報を実施しました。

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。

項目

（昨年度実績)

風しん抗体検査実施件数

（昨年度実績）

市町村からの接種者数報告※

（昨年度実績）

風しん患者の報告数

項目

常勤職員

区分

計（人）

配置職員数

項目 実績・進捗状況



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

6 5 6 6 6

3 3 0 0 0

（５）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(3年制→4年制)を進めます。

２　福祉部

（１）手話言語条例に基づく手話推進計画の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

実績・進捗状況

名称等条例の改正手続きを進めました。本館改修工事の設計委託業務等を
推進しました。

改正条例を公布し、授業科目等規則の改正手続きを進めました。本館改修
工事に向けた仮設校舎を設置しました。

改正規則を公布し、本館改修工事の着手に向けて準備を進めました。

本館改修工事に着手しました。

（前年度実績）

実施市町村数

項目

時期

第１四半期

（４）かながわ方式保健指導促進事業の実施
 　　生活習慣病重症化予防を促進するため、効果的な保健指導（かながわ方式保健指導）を
   県内市町村へ普及・実施します。

23

3

実績・進捗状況

１　手話普及推進イベントの実施
２　手話学習用冊子の作成、配布
３　手話講習会の実施
４　非常時に手話で情報把握ができる方法
　　の検討

３　企業等に手話講習会開催の働きかけを実施
　　しました。（約50社）
３　企業が開催する手話講習会へ講師を派遣しま
　　した。（２回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググループ
　　を設置しました。（４月25日）

１　手話普及推進イベントを開催しました。
　　(９月10日）
　　映画「聲の形」先行上映会と併せ、手話を学
　　んでいる高校生も参加した手話講習会を開催
　　しました。
２　手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」を
　　作成、配布しました。(９月)
３　企業が開催する手話講習会へ講師を派遣しま
　　した。（９回）

３　企業が開催する手話講習会への講師を派遣し
　　ました。（18回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググループ
　　を開催しました。（10月５日）

２　手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」
　　6,000部を増刷しました。
３　企業が開催する手話講習会への講師派遣しま
　　した。（12回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググループ
　　を開催しました。（１月31日）

項目

年間目標
実　績　　　　　　　　　　　（単位：市町村）　

累計



（２）介護人材の養成、確保及び定着の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（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

400 0 100 199 102

400 0 104 193 104

700 161 158 138 187

700 177 158 184 160

認知症介護実践者
研修の修了者数

（前年度実績）

401

401

644

679

　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

     実績人数　　　　　　　　（単位：人）

累計
項目 年間目標

（計画人数）

実績・進捗状況

１　「かながわベスト介護セレクト20」の選考基
　　準等を検討しました。
２　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21日、６月18日）
３　介護職員受講促進支援事業費補助金申請を
　　受付けました。
４　キャリアパス整備支援事業費補助金申請を
　　受付けました。

１　「かながわベスト介護セレクト20」の募集を
　　開始しました。（７月27日～９月７日）
１　第１回かながわベスト介護セレクト20選考会
　　を開催しました。（９月23日）
２　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17日、９月17日）
３　介護職員受講促進支援事業費補助金申請を
　　受付けました。
４　キャリアパス整備支援事業費補助金申請を
　　受付けました。
５　７月から９月にかけて、横浜地区にて経営
　　マネジメントセミナーを実施しました。
　　併せて、経営アドバイザー派遣事業を実施
　　しました。

１　第２回かながわベスト介護セレクト20選考会
　　を開催し、被表彰候補事業所を選考しまし
　　た。
１　「介護フェアinかながわ」で「かながわベス
　　ト介護セレクト20」として選考した19事業所
　　を表彰し、奨励金100万円を交付しました。
２　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15日､11月19日､12月17日）
３　介護職員受講促進支援事業費補助金申請受付
　　を終了しました。（249件）
５　10月から11月にかけて県央地区で、11月から
　　12月にかけて湘南地区で経営マネジメント
　　セミナーを実施しました。併せて経営アドバ
　　イザー派遣事業を実施しました。

２　手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」
　　6,000部を増刷しました。
３　企業が開催する手話講習会への講師派遣しま
　　した。（12回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググループ
　　を開催しました。（１月31日）

１　介護サービス事業所に対するインセン
　ティブ「かながわベスト介護セレクト
  20」
２　職場体験や懇談会等の実施
３　介護職員研修受講促進支援事業の実施
４　キャリアパス整備支援事業の実施
５　経営マネジメント支援事業の実施

　　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、
　サービスの質の向上や人材育成、処遇改善に顕著な成果をあげた介護サービス事業所等への奨励金交付
　や、福祉人材センター等を通じて、介護の仕事の理解促進や魅力発信に取り組みます。
　　また、介護従事者の資質向上を図るため、介護職員研修受講促進支援事業やキャリアパス整備支援事業
　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。

かながわ認知症
コールセンターの
相談者数

（前年度実績）



（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

85 133 200 113

73 124 181 155

（５）障害者差別解消に向けた取組みの推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（６）生活困窮者の自立に向けた支援 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

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を対象に専門研修を開催しました。
生活困窮者自立支援制度に係るポスター・チラシを作成し、市
町村・関係機関等に掲示・配架を開始しました。

生活困窮者自立支援法に基づく相談支援を行いました。
出張相談会を実施しました。
県内各自治体の相談支援員を対象に専門研修を開催しました。
コンビニエンスストアでのポスター掲示などを行いました。

生活困窮者自立支援法に基づく相談支援を行いました。出張相
談会を実施しました。
県内各自治体の相談支援員を対象に専門研修を開催しました。
県のたよりH29.１月号での制度・窓口の案内やコンビニエンス
ストアでのチラシの配架を行いました。
就労訓練事業所の認定を行いました。

第３回障害者差別解消支援地域協議会を開催し、障害者差別解
消に係る事例集作成のための検討を行い、協議会委員の意見に
より修正を行い、事例集の作成を行いました。

実績・進捗状況

障害者差別解消支援地域協議会の構成員を選定しました。新規
採用職員・新任管理職手当受給者等に対する研修で講義を行い
ました。

（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。

     実績人数　　　　　　　　（単位：人）

累計

531

533

項目 年間目標
（計画人数）

介護ロボット普及
推進センター見学
者数

項目

障害者差別の解消に向けた取組
みの推進

項目

生活困窮者の自立に向けた支援

実績・進捗状況

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を対象に専門研修を開催しました。
生活困窮者支援制度に係る県のＷｅｂサイトをリニューアルし
ました。

第１回障害者差別解消支援地域協議会を開催しました。
内閣府作成リーフレットを増刷し、障害者団体等に配布したほ
か、警察学校初任科生、県専門職員研修に対する研修で講義を
行いました。

第２回障害者差別解消支援地域協議会を開催し、障害者差別解
消に係る事例集作成のための検討を行いました。
県専門職員向けの研修や、障害当事者団体からの依頼による研
修への講師派遣などを行いました。
また、障害の有無に関わらず、全ての人が安心して暮らせる社
会の実現に向け、｢ともに生きる社会かながわ憲章｣を策定しま
した。



３　生活衛生部

（１）犬・猫の殺処分ゼロの継続

年間目標実績　　　　　　　　　　　　(単位：匹)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

　　　　　　　　　　　　実績　　　　　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

90%以上 97.7% 98.1% 96.0% 98.6%

90%以上 85.5% 96.2% 106.8% 91.4%

40%以上 86.9% 106.9% 69.3% 200.0%

35%以上 85.5% 81.4% 121.3% 61.2%

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

0

0

年間実績

年間目標
（計画）

項目

　健康で譲渡に適した犬・猫の殺処分数をできるだけ少なくするため、動物保護センターに収容された犬・
猫について、ボランティアとの協働による責任ある飼い主への譲渡促進・返還促進等の取組みを行います。

（前年度実績）

猫の譲渡率

(前年度実績)

犬の返還・譲渡
率

（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組みます。

項目
累計

犬・猫の殺処分数

(前年度実績)

97.5%

94.1%

94.4%

85.2%

045-210-4618（総務室）

局長評価

局として「地域における保健・医療体制の整備」を重点取組目標に掲げて
おり、各所属において順調に取り組みを進めています。
基金活用による医療提供体制の充実においては、平成28年度当初予算で必
要な事業を予算計上し、病床機能の確保、在宅医療の充実や医療従事者の
確保・養成に取り組みました。

障害者差別の解消に向けた取組みでは、第１回障害者差別解消支援地域協
議会を開催したほか、警察学校初任科生、県専門職員研修に対する研修で
講義を行いました。
また障害福祉サービス事業所等の工賃アップに向け、共同受注窓口やとも
しびグッズコーナーを充実させ、受注、販路の拡大を図りました。

障害の有無に関わらず、全ての人が安心して暮らせる社会の実現に向け、｢
ともに生きる社会かながわ憲章｣を策定し、その普及啓発に努めました。
「介護フェアinかながわ」で「かながわベスト介護セレクト20」として選
考した19事業所を表彰し、奨励金100万円を交付するなど、要介護度の維
持・改善等に成果を上げた事業所や、人材育成等に取り組む事業所に対す
るインセンティブ付与に取り組みました。

動物愛護の推進について、犬・猫の殺処分ゼロを継続しました。動物の譲
渡・返還率も高い割合を維持しました。
また茅ヶ崎市の保健所政令市移行に向け、県の保健所業務の引継ぎ等に取
り組みました。

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）


