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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

（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.jp/di
v/1393/

所属のホームページ

高齢福祉課

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式
所属進行表

高齢福祉課長の青木良夫です。

高齢福祉課では、主に次の仕事をしています。

・ 介護保険の円滑な運営と適切なサービスの提供

のため、介護給付等に要する費用の一部を交付し、

保険者である市町村を支援します。

・ 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」を推進します。

・ 介護予防や生きがいづくりの取組として、市町村が

実施する地域支援事業に要する費用の一部を交付す

るとともに、高齢者が自らの経験、知識、意欲をいか

した社会参画活動を支援するなど、健康・生きがいづ

くりを推進します。

・ 高齢者の尊厳を守るために、高齢者虐待の防止に

取り組むとともに認知症対策を推進しています。

・ 老人福祉法に基づき、特別養護老人ホーム、有料

老人ホームの設置認可、届出受理業務及び運営指

導を行っています。

・ 特別養護老人ホームや介護老人保健施設の整備

を促進するため、整備費に対する助成を行っていま

す。

・ 市町村が行う地域密着型サービスの整備等に対し

て、「地域医療介護総合確保基金」を活用して、基盤

整備を支援しています。

・ 介護保険法に基づき、介護老人福祉施設や介護

老人保健施設などの指定・許可業務及び運営指導を

行っています。

・ 介護保険法の規定に基づく介護保険事業者（居宅

等サービス）の指定、指導を行っています。

・ 介護サービス情報の公表を行っています。

道具を用いたコグニサイズの指導風景

1人で行うコグニサイズの指導風景

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 93,330,242 14,443,448 20,075,888 30,243,879 25,089,008 89,852,223

維持管理費 0

計 93,330,242 14,443,448 20,075,888 30,243,879 25,089,008 0 89,852,223

137,848 92,726 138,625 92,810 462,009

14,581,296 20,168,614 30,382,504 25,181,818 0 90,314,232

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

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

80,882,235千円 80,882,235 0 0 △ 1,243,026 79,639,209

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

　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

3,983,377千円 3,983,377 0 0 △ 95,684 3,887,693

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

　③　低所得者保険料軽減県負担金の交付

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

305,775 305,775 0 0 △ 25,475 280,300

305,112 292,204 12,908 305,112

　④　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 0 100 199 102 401

400 0 104 193 104 401

700 161 158 138 187 644

700 177 158 184 160 679

　⑤　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

85 133 200 116 534

73 124 181 155 533

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。

　　　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交付し
　　ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(*県内全市町村対象)

　　　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)

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

　交付決定額　　　　　　 　　　(単位：千円)

交付決定額

（前年度実績）

認知症介護実践者研修の修了
者数

（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）

　　　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。

（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）

　　　介護保険法に基づき、市町村*に対して、低所得者に対する保険料の減額賦課に要する経費の
    一部を交付しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(*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)

交付決定額

（前年度実績）

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）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 50 49 48 48

上記以外の職員 5 5 6 6

計（人） 55 54 54 54

配置職員数



　⑥　老人福祉施設整備費補助

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

施設数 6 3 2 1 0

床　数 704 374 230 100 0

交付決定額 1,012,605 780,810 206,295 25,500 0

　⑦　介護老人保健施設整備費補助

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

施設数 1 0 0 0 1

床　数 100 0 0 0 100

交付決定額 9,350 0 0 0 9,350

　⑧　介護保険施設等の指定の状況　

　⑨　老人福祉施設等の設置の認可・届出の状況

　要介護状態で在宅で介護できない高齢者を入居対象とする特別養護老人ホームの整備促進
を図るため、事業を実施する法人に対して補助を行います。

項　目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　交付決定額等　　　　　　　（単位：千円）　

累計

項　目 年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　交付決定額等　　　　　　　（単位：千円）　

累計

1

6

704

1,012,605

注１）平成28年度の補助対象事業は、前年度からの継続事業３施設（374床）、新規事業
　　３施設（330床）
注２）年間目標の計画数は、平成28年度当初予算で補助対象とした施設数のみ（前年度
　　からの繰越分は含んでいない）

　症状が安定期にあり入院治療の必要はないが、なお継続的に看護、医学的管理の下の介
護、リハビリテーション等を必要とする高齢者を入居対象とする介護老人保健施設の整備促
進を図るため、事業を実施する法人に対して補助を行います。

　老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認可及び有料老人ホームの設置届出受理の
業務を行います。

100

9,350

☆老人福祉施設整備費補助及び介護老人保健施設整備費補助の整備予定地や設置
主体の情報はこちら。

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6977/

　介護保険法に基づき、介護保険施設及び介護保険事業所（入所系サービス）の指定・許可
の業務を行います。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

新規 0 1 2 2 5

更新 3 0 1 0 4

新規 0 0 0 0 0

更新 0 0 0 4 4

新規 1 2 5 1 9

更新 2 1 3 0 6

新規 5 1 4 3 13

更新 2 7 3 7 19
特定施設入居者生活介護

項目
年間目標
(計画)

実績件数　　　　　　　　　　（単位：件）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

短期入所生活介護

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

特別養護老人ホーム 0 0 1 2 3

有料老人ホーム 4 4 4 14 26

項目
年間目標
(計画)

実績件数　　　　　　　　　　（単位：件）



　⑩　介護保険事業者(在宅系サービス)の指定 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

192 208 136 125 661

80 67 51 53 251

280 244 242 277 1,043

　⑪　介護サービス情報の公表 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

0 0 5,644 4,555 10,199

0 1,254 4,958 3,772 9,984

　⑫　監査件数（介護保険法）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

11 12 4 6 33

3 4 11 9 27

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

　適切な介護保険サービスの提供を確保するため、サービスを提供しようとする事業者等の
申請・届出に　基づいて、人員、設備等に関する基準等の適格性について審査を行います。

　介護サービス利用者及び家族が介護保険事業者を適切に選択できるよう、介護保険法に基
づいて、介護　保険サービスの提供内容や、運営の状況等の介護サービス情報の公表に取り
組みます。

　介護給付等対象のサービスの内容、介護報酬の請求等に関し、不正若しくは著しい不当が
疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、必要な措置を講ずることによりサービス
の質の確保、保険給付の適　正化を図ることを目的とします。

項目 年間目標
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

監査件数

（前年度実績）

公表件数

（前年度実績）

項目
年間目標
(計画件

数)

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

新規指定件数

（前年度実績・新規更新合算）

項目 年間目標
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

指定更新件数

　　　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

　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。

　在宅医療･介護連携推進事業の実施予定を把
握するため、地域包括ケア会議を実施しまし
た。

　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ました。ま
た、専門職員等派遣事業を実施し、市町村の
地域ケア会議への助言を行いました。

　地域ケア会議の実施状況を県内市町村に照
会しました。また、在宅医療・介護連携や地
域ケア会議の実施状況を含めて地域包括ケア
会議を実施しました。さらに、専門職員等派
遣事業を継続し、市町村の地域ケア会議への
助言を行いました。



　②　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。

　特別養護老人ホームの施設整備に対する補助金については、工事の
進捗が遅れ、計画どおりに行われていない事業があります。
　「地域医療介護総合確保基金」を活用した地域密着型施設等の整備
及び開設準備に対する補助金については、市町村の公募に応募がない
等の理由から、事業を中止若しくは延期したことで、補助対象事業が
減となっています。
「コグニサイズ指導者派遣及びコグニサイズ実演ロボット活用事業」
の派遣について追加募集を行いました。
　介護サービス情報公表事業については、事業所に通知した計画に基
づき、調査・公表を着実に実施しています。

　「地域医療介護総合確保基金」を活用した地域密着型施設等の整備
及び開設準備に対する補助金については、事業を中止若しくは延期し
たことで補助対象事業が減となったため、２月補正予算で減額補正を
行っています。
　コグニサイズについては、「認知機能評価研修」の受講者が地域で
認知機能評価の実践活動を行いました。
　その他研修事業については、事業完了に伴う履行確認を行い、適切
に事業が実施されたことを確認しています。

　介護保険事業の円滑な運営を図るため、介護給付費負担金など市町
村への交付事務や研修委託事業について執行手続きを円滑に行い、適
切に事業を実施しました。
　また、「地域医療介護総合確保基金」を活用した事業においても適
切に事業が実施されたことを確認しています。
　コグニサイズについても適切に事業を実施することができ、平成28
年度の実績を踏まえ、よりいっそう業務を推進していきます。

　「地域医療介護総合確保基金」を活用して、医療機関における認知
症ケアを向上させるための研修等を実施しました。
　また、「コグニサイズを教えるための研修」等を開催するととも
に、介護保険法に基づく指導及び指定等の所管業務についても、概ね
予定どおり実施しました。

　　　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。

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、38,000人
となっています。
Http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/783679.pdf#page=43

 平成27年度実績を把握するため、県内市町村
に照会しました。また、「コグニサイズ指導
者派遣及びコグニサイズ実演ロボット活用事
業」の委託契約を締結し、市町村等へ周知し
ました。

　「コグニサイズ指導者派遣及びコグニサイ
ズ実演ロボット活用事業」の派遣を開始しま
した。また、「コグニサイズを教える研修
会」を実施しました。

　「認知機能評価研修」を実施しました。
「コグニサイズ指導者派遣及びコグニサイズ
実演ロボット活用事業」の派遣について追加
募集を開始しました。

「認知機能評価研修」受講者が地域で認知機
能評価の実践活動を行いました。「コグニサ
イズ指導者派遣及びコグニサイズ実演ロボッ
ト活用事業」については、着実に取り組みま
した。


