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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、合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.jp/cnt/f5889/

所属のホームページ

中井やまゆり園

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

所属長の写真・

イラストなど

（任意）

中井やまゆり園長の松井 哲夫（まつい てつお）です。

中井やまゆり園では、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障

害者支援施設として、主に18歳以上の知的障害者を受け入れ、利用

者の心身の状況等に応じて常に利用者の立場に立った適切なサービ

スの提供を行っています。

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 20,374 3,142 8,072 3,783 20,002 1,957 36,957

維持管理費 208,695 34,130 50,327 50,016 58,161 12,619 205,253

計 229,069 37,272 58,399 53,800 78,163 14,576 242,210

381,360 260,043 393,794 271,371 1,306,567

418,632 318,442 447,594 349,533 14,576 1,548,777

支出済額
事
業
経
費

合計

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 124 138 139 139

上記以外の職員 31 25 23 22

計（人） 155 163 162 161

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況等

(1) 施設入所支援等

ア　契約人員及び入退所状況 （単位：人）

入所 退所 在籍数

96 4 5 95

2 1 1

1 1

2 6 8

1 1

102 122 10 6 106

イ 障害福祉サービスの向上

(2) 居宅支援事業

ア　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

男

148 147 124 114

女

33 56 56 51

計
181 203 180 165

261 236 263 235

イ

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

6 9 7 9

2 5 4 6

2 1 1 1

1 1 1 1

8 10 8 10

3 6 5 7

7 10 11 10

6 5 5 6

　障害者支援施設として、障害福祉サービス（施設入所支援、生活介護、自立訓練）
の指定を受け、主に18歳以上の知的障害者を対象に生活全般にわたって個々の利用者
に応じた必要な支援を行っています。

　改正した作成マニュアルに基づく個別支援計画の見直しを行うとともに、一人ひと
りのライフステージに応じたサービスの提供を進めています。

　居宅障害者・家族等への支援として、障害者総合支援法に規定する短期入所サービ
ス、市町村が実施主体である日中一時支援事業を実施しています。

短期入所　定員18人

項目
年間目標

（計画日数）

利用実績　　　　　　　　　　

累計

神奈川県

122

横浜市

川崎市

相模原市

計

東京都

196

件数 52 59 51 48 210

34 156

日数 533

件数 9 15 16 14 54

件数

1010

43 44 35

日数

日中一時支援事業

項目
年間目標

（計画日数）
利用実績　　　　　　　　　　

累計

日数 729

前
年
実
績

件数 64 61 62 56

日数 995

243

実人員 21
前
年
実
績

計 38

実人員 22

男

40

31

実人員 17

女 5

実人員 4

計 36

区分
平成28年中の異動状況（第4・四半期まで）

定員
H27年度末
在籍数



２ 強度行動障害対策事業

(1)

(2)

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

ア　強度行動障害研修
イ　地域生活支援事業
ウ　現任研修
エ　強行連絡調整会議
オ　強行推進会議
カ　事業対象者・事業終了者の再評価

強度行動障害連絡調整会議１回
強度行動障害推進会議    １回
事業対象者の再評価      13人
強度行動障害対策研修 　 １回
地域生活支援事業（短期入所）

強度行動障害連絡調整会議２回
強度行動障害推進会議    ２回
強度行動障害対策研修 　 ２回
現任研修　　　　　　　延６日
地域生活支援事業（短期入所）

強度行動障害連絡調整会議１回
強度行動障害推進会議    １回
強度行動障害対策研修 　 １回
強度行動障害支援者養成研修
　（基礎研修）　　　　　１回
現任研修　　　　　　　延２日
事業対象者の再評価　　　14名
地域生活支援事業（短期入所）

強度行動障害連絡調整会議２回
強度行動障害推進会議    ２回
強度行動障害対策研修 　 ５回
現任研修　　　　　　　延４日
地域生活支援事業（短期入所）

　日常生活の中で、激しい不安、興奮、混乱状態のもと、多動、奇声、自傷、固執、
強迫、攻撃、不眠、拒食、異食などの行動上の問題が高い頻度で現れるために、支援
が著しく困難となる自閉症や重度の知的障害のある利用者を対象として、居室の個室
化や行動障害の軽減のための各種支援を実施しています。
　強度行動障害支援のニーズに対するサービス提供の充実を図るため、今後行動障害
対応のユニットを増やして入所機能を強化していきます。
　相談支援事業者等と連携し、行動障害の短期入所を増やすなどして、在宅支援の強
化に努めています。
　また、県域の中核施設として、このような特性を持つ利用者を受け入れている民間
施設等への研修事業を実施しています。

事業対象者数等
14人（男10人、女４人）

研修事業等の実施（強度行動障害に関する研修等の実施、行動障害支援にかかる福祉
人材の育成など）

項目 実績・進捗状況



3

(1)

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

(2)
第１・四半期
第２・四半期
第３・四半期
第４・四半期

計
(3)

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

(4)

第１・四半期
第２・四半期
第３・四半期
第４・四半期

計

ア　支援システム協議会
イ　カンファレンス
ウ　その他ケース調整検討

支援システム協議会   35回
カンファレンス       26回
その他ケース調整検討 93回

支援システム協議会   16回
カンファレンス       35回
その他ケース調整検討136回

支援システム協議会   ８回
カンファレンス       32回
その他ケース調整検討 50回

支援システム協議会   24回
カンファレンス       44回
その他ケース調整検討 41回

神奈川県発達障害支援センター運営事業

　発達障害者支援法第２条に規定する発達障害を有する者に対して、福祉、保健、医
療、教育、労働、民間団体等との各分野の連携を通じてライフステージに対応する一
貫した支援体制の整備を図り支援を行っています。

支援体制サポート事業

　地域における支援システム及びセーフティネットのあり方等の検討会に参画し、ラ
イフステージに応じた情報伝達等のサポート体制の整備を実施しています。（含む発
達障害者地域支援マネージャー）

項目 実績・進捗状況

派遣要請研修　　６回
支援技術習得研修１回

派遣要請研修　　８回
支援技術習得研修５回

派遣要請研修　　８回
支援技術習得研修２回
公開講座　　　　１回

派遣要請研修　　８回
支援技術習得研修２回
医療従事者研修　１回

相談・発達支援事業（電話相談等）

相談実績(単位)：件

339
340
312
335

1326

  発達障害者に対する支援を行う職員への情報提供、資質の向上を目的とした啓発事
業を実施しています。

関係施設コンサルテーション事業
　発達障害者に関する理解の促進、事例検討による個別支援方法の改善への助言、支
援等を図るため、施設・市町村を対象にコンサルテーションを実施しています。（含
む発達障害者地域支援マネージャー）

コンサル開催実績
(単位)：回

65
80
91
21

257

普及啓発・支援事業

項目 実績・進捗状況

ア　派遣要請研修
イ　公開講座
ウ　支援技術習得研修
エ　医療従事者研修



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） 0465-81-0288

所属長評価

　利用者の立場に立った適切な生活介護、施設入所支援等を効果
的に実施します。
　また、強度行動障害を支援する中核施設として、地域生活をし
ている行動障害のある方の短期入所を受け入れたり、在宅支援を
している関係者へのコンサルテーションを行うなど、強度行動障
害支援体制の強化に取り組みます。
　発達障害支援センターとして、支援体制サポート事業に積極的
に取り組むとともに、電話相談等により、発達障害を有する者及
びその関係者への支援を実施します。
　また、発達障害者に対する支援を行う職員への情報提供、地域
における支援体制をサポートする事業にも計画的に取り組みま
す。

　利用者の立場に立った適切な生活介護、施設入所支援等を効果
的に実施しています。
　また、強度行動障害を支援する中核施設として、地域生活をし
ている行動障害のある方の短期入所を受け入れたり、在宅支援を
している関係者へのコンサルテーションを行うなど、強度行動障
害支援体制の強化に取り組んでいます。
　発達障害支援センターとして、支援体制サポート事業に積極的
に取り組むとともに、電話相談等により、発達障害を有する者及
びその関係者への支援を実施しています。
　また、発達障害者に対する支援を行う職員への情報提供、地域
における支援体制をサポートする事業にも計画的に取り組んでい
ます。

　利用者の立場に立った適切な生活介護、施設入所支援等を効果
的に実施しています。
　また、強度行動障害を支援する中核施設として、地域生活をし
ている行動障害のある方の短期入所を受け入れたり、在宅支援を
している関係者へのコンサルテーションを行うなど、強度行動障
害支援体制の強化に取り組んでいます。
　発達障害支援センターとして、支援体制サポート事業に積極的
に取り組むとともに、電話相談等により、発達障害を有する者及
びその関係者への支援を実施しています。
　また、発達障害者に対する支援を行う職員への情報提供、地域
における支援体制をサポートする事業にも計画的に取り組んでい
ます。

　利用者の立場に立った適切な生活介護、施設入所支援等を効果
的に実施しています。
　また、強度行動障害を支援する中核施設として、地域生活をし
ている行動障害のある方の短期入所を受け入れたり、在宅支援を
している関係者へのコンサルテーションを行うなど、強度行動障
害支援体制の強化に取り組んでいます。
　発達障害支援センターとして、支援体制サポート事業に積極的
に取り組むとともに、電話相談等により、発達障害を有する者及
びその関係者への支援を実施しています。
　また、発達障害者に対する支援を行う職員への情報提供、地域
における支援体制をサポートする事業にも計画的に取り組んでい
ます。

　利用者の立場に立った適切な生活介護、施設入所支援等を効果
的に実施しました。
　また、強度行動障害を支援する中核施設として、地域生活をし
ている行動障害のある方の短期入所を受け入れたり、在宅支援を
している関係者へのコンサルテーションを行うなど、強度行動障
害支援体制の強化に取り組みました。
　発達障害支援センターとして、支援体制サポート事業に積極的
に取り組むとともに、電話相談等により、発達障害を有する者及
びその関係者への支援を実施しました。
　また、発達障害者に対する支援を行う職員への情報提供、地域
における支援体制をサポートする事業にも計画的に取り組みまし
た。


