
局名 部名

保健福祉局 福祉部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.j
p/div/1321/

所属のホームページ

地域福祉課

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式
所属進行表

地域福祉課長の笹島大志です。

地域福祉課では、主に次の６つの仕事をしています。

１ 地域福祉支援計画に基づく施策の企画、実施

２ 社会福祉法に基づく法人の指導・監査・認可

３ 民生委員が活動しやすい環境づくり

４ 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく街づくりの推進

５ 手話言語条例に基づく手話推進計画の推進

６ 福祉・介護人材の確保・定着対策の企画、実施

外国籍県民向け福祉施設就職相談手話普及推進イベント地域見守り活動に対する知事表彰

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 26 26 26 26

上記以外の職員 5 5 6 6

計（人） 31 31 32 32

配置職員数

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 3,881,752 535,560 1,891,383 990,084 249,240 201,605 3,867,872

維持管理費 0

計 3,881,752 535,560 1,891,383 990,084 249,240 201,605 3,867,872

76,597 51,840 79,508 55,599 263,544

612,157 1,943,223 1,069,592 304,839 201,605 4,131,415

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



Ⅳ　業務実施状況

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

　　平成27年４月１日に「ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生す
　ることのできる地域社会の実現」を目指し、神奈川県手話言語条例が施行されました。この条例に基
　づき、平成28年３月に策定された神奈川県手話推進計画に掲げた各種施策に取り組み、手話の普及等
　を進めます。

項目 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（約50社）
３　企業が開催する手話講習会への講師派遣
　　（２回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググ
　ループ設置（４月25日）

１　手話普及推進イベントの開催(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
２　手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」の
　作成、配布(９月)
３　企業が開催する手話講習会への講師派遣
　　（９回）

３　企業が開催する手話講習会への講師派遣
　　（18回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググ
　ループ開催（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
３　企業が開催する手話講習会への講師派遣
　　（12回）
４　非常時手話環境整備検討ワーキンググ
　ループ開催（１月31日）



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

　　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。

項目 実績・進捗状況

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

１　「かながわベスト介護セレクト20」の選
　考基準等の検討
２　福祉・介護の職場体験を実施
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催
　　　（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
　受付を開始
４　キャリアパス整備支援事業費補助金申請
　受付を開始

１　「かながわベスト介護セレクト20」の募
　集開始（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、検証対象事業所を選考
２　福祉・介護の職場体験を実施
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催
　　　（７月16日、９月17日）
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。併せて
　経営アドバイザー派遣事業を実施

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
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
２　福祉・介護の職場体験を実施
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催
　　　（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（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。併せて経営アドバイ
　ザー派遣事業を実施

２　福祉・介護の職場体験を実施
　　福祉の仕事を知る懇談会を開催
　　　（１月21日､２月18日､３月18日）
５　１月に湘南地区で、経営マネジメントセ
　ミナー及び経営アドバイザー派遣事業を実
　施。また、３月24日に介護人材育成フォー
　ラムを実施



３　神奈川県地域福祉支援計画の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　平成27年３月に 改定した「神奈川県地域福祉支援計画」（平成27～31年度）を推進し、市町村
　地域福祉計画の推進を支援します。また、地域福祉の主たる担い手である民生委員が活動しやすい
　環境づくりを進めます。

項目 実績・進捗状況

１　地域福祉支援計画の進行管理
２　民生委員・児童委員研修の実施
３　民生委員・児童委員委嘱手続き等の実施

３　委嘱状の交付（４月１日、５月１日、
　６月１日）
　　（現員数3,929名／定数3,992名）

２　テーマ別研修Ⅰ（地域自立生活支援に
　求められる生活機能のとらえ方と環境調
　整）の実施（９月30日）
３　委嘱状の交付（７月１日、８月１日、
　９月１日）
　　（現員数3,936名／定数3,992名）

１　第１回地域福祉支援計画進行管理委員
　会の開催（11月17日）
２　テーマ別研修Ⅱ（里親・子について
　正しく学ぶ）の実施（11月25日）
２　新任者研修の実施（12月８、12、16、
　20、22日）
３　委嘱状の交付（10月１日、12月１日）
　　（現員数3,892名／定数4,039名）

１　第２回地域福祉支援計画進行管理委員
　会の開催（２月20日）
２　テーマ別研修Ⅲ（子どもの気持ちを知
 る）（３月７日）・Ⅳ（民生委員・児童委
　員の活動における注意点について）（３月
　16日）の実施
２　リーダー研修Ⅰ～Ⅲ（一斉改選後の民
　児協活動について考える）（２月14、17、
　20日）・Ⅳ（把握し、つなぎ、見守ると
　いうこと）の実施（３月31日）
３　委嘱状の交付（１月１日、２月１日、
　３月１日）
　　（現員数3,919名／定数4,039名）



４　「バリアフリーの街づくり」の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　「神奈川県バリアフリー街づくり条例推進県民会議」が主体となったバリアフリーフェスタかなが
　わ2016の開催や、事業者向け講習会の実施を通じて、バリアフリーの街づくりを推進するとともに、
　カラーバリアフリーやバリアフリー普及啓発の一層の推進を図ります。また、社会状況の変化等を踏
　まえ、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」に基づく整備基準の見直しを行います。

項目 実績・進捗状況

１　神奈川県バリアフリー街づくり推進県民
　会議の開催
２　バリアフリーフェスタかながわ2016の開
　催
３　バリアフリー街づくり表彰の実施
４　カラーバリアフリー相談事業の実施
５　神奈川県みんなのバリアフリー街づくり
　条例施行規則（整備基準）の見直し

２　バリアフリーフェスタ第１回実行委員会
　を開催（５月13日）
２　バリアフリーフェスタ第２回実行委員会
　を開催（６月24日）
４　カラーバリアフリー相談事業の実施
　　（６月15日）

２　バリアフリーフェスタ第３回実行委員会
　を開催（８月５日）
４　カラーバリアフリー相談事業を実施
　　（８月５日）
５　第２回整備基準見直し検討会議を開催
　　（７月19日）

１　第12回県民会議を開催（11月25日）
２　バリアフリーフェスタ第４回実行委員会
　を開催（10月７日）
２　バリアフリーフェスタかながわ2016の開
  催（10月23日）
４　カラーバリアフリー相談事業を実施
　　（10月12日）
４　カラーバリアフリー相談事業を実施
　　（10月13日）
５　第３回整備基準見直し検討会議を開催
　　（10月18日）
５　第４回整備基準見直し検討会議を開催
　　（11月18日）

１　第13回県民会議の開催（３月30日）
３　バリアフリー街づくり表彰式の実施
　（２月７日）
５　神奈川県みんなのバリアフリー街づくり
　　条例施行規則（整備基準）の一部改正文
　　公布（３月31日）



５　社会福祉法人への指導・助言　

第１四半期

第２四半期

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

連絡先（電話番号） 045-210-4804

　平成29年４月に改正社会福祉法が本格施行されることから、県所管の社会福祉法人及び一般市町村に対し、
説明会を随時開催し円滑な法対応を支援するほか、県所管の法人に対し指導監査等を実施することにより、法
人の健全運営の促進及び公益的事業の推進を図ります。

項目 実績・進捗状況

１　監査、指導及び助言の実施

・　一般市の担当者を対象に改正社会福祉法
　に関する説明会を実施(４月28日)
・　県所管の社会福祉法人を対象とした改正
  社会福祉法に関する説明会を実施
　(５月11、12日)

・　一般市の担当者を対象に改正社会福祉法
　への対応に関する説明会を実施(７月15日)
・　県所管の社会福祉法人を対象とした改正
  社会福祉法への対応に関する説明会を実施
　(７月21、29日)

・　一般市の担当者を対象に改正社会福祉法
　に対応した定款変更等の説明会を実施
  (11月30日)
・　複数の一般市と共同で、県所管及び対象
　一般市所管の社会福祉法人を対象に改正社
　会福祉法に対応した定款変更等の説明会を
　実施
　(12月５日、７日、８日、９日、14日)

・　県所管の社会福祉法人を対象として、改
　正社会福祉法への対応の一部である、財務
　諸表電子開示システムに関する説明会を実
　施
　(２月６日)

所属長評価

平成28年３月に策定された神奈川県手話推進計画に基づき、企業等に手
話講習会開催の働きかけ等を実施したほか、介護サービス事業所に対す
るインセンティブの検討、民生委員等への委嘱状の交付、改正社会福祉
法に関する説明会など、概ね予定どおり各業務を行いました。

手話推進計画に基づき、手話普及推進イベントの開催、手話学習用冊子
の作成、配布を行うとともに企業等の手話講習会に講師派遣等を実施し
たほか、「かながわベスト介護セレクト20」の募集・選考、改正社会福
祉法に関する説明会など、概ね予定どおり各業務を行いました。

手話推進計画に基づき、手話学習用冊子の配布及び企業等の手話講習会
への講師派遣等を引続き実施したほか、バリアフリーフェスタかながわ
2016の開催、民生委員等への委嘱状の交付、「かながわベスト介護セレ
クト20」の表彰式の開催、改正社会福祉法に対応した定款変更等の説明
会の開催など、概ね予定どおり各業務を行いました。

手話推進計画に基づき、手話学習用冊子の配布及び企業等の手話講習会
への講師派遣等を引続き実施したほか、バリアフリー街づくり表彰式の
実施、民生委員等への委嘱状の交付、介護人材育成フォーラムの開催、
改正社会福祉法に対応した財務諸表電子開示システムに関する説明会の
開催など、概ね予定どおり各業務を行いました。

手話推進計画やバリアフリーの街づくりの推進のほか、地域福祉支援計
画の推進、民生委員が活動しやすい環境づくり、介護の仕事の理解促
進、介護従事者の資質向上、県所管の社会福祉法人の健全運営の促進及
び公益的事業の推進など、各種業務に着実に取り組むことができまし
た。


