
健康福祉委員会資料 
（健康福祉局関係） 

２ 所管事務の調査（報告） 

（１）「川崎市総合計画」第２期実施計画・平成 30年度事務事業評価 

結果について（健康福祉局に関する部分） 

資 料 １ 「川崎市総合計画」第２期実施計画・平成 30年度事務 

事業評価結果について（健康福祉局） 

参考資料１ 主な事務事業の評価シート（健康福祉局） 

参考資料２ 資料１の見方 

令和元年８月 29日 

健康福祉局 

－1－



「川崎市総合計画」第２期実施計画・平成30年度事務事業評価結果について

（健康福祉局） 

１ 趣旨                                        

「川崎市総合計画」第２期実施計画における、健康福祉局の平成３０年度事務事業評価結果を取り

まとめました。

２ 「川崎市総合計画」第２期実施計画・平成３０年度事務事業評価結果（概要）       

「川崎市総合計画」第２期実施計画に基づく施策に位置付けられた事務事業について、健康福祉局が

所管する事務事業は113事業あり、そのうち目標を上回ったものは７事業、目標をほぼ達成したものは

104事業、目標を下回ったものは２事業ありました（表１）。

表１ 施策に位置付けられた事務事業の達成状況区分別 事業数と構成比（健康福祉局） 

達成状況区分 内     容 事業数 構成比(%) 

1 
目標を大きく上回って

達成

・目標に明記した期日よりも相当早く達成し、そのことにより 

コスト面や市民サービスに大きく貢献した。 

・目標に明記した内容よりも相当高い水準であった。 

・目標に明記した数値を大きく上回った。

－ －

2 目標を上回って達成

・目標に明記した期日よりも早めに達成し、そのことによりコス

ト面や市民サービスに貢献した。 

・目標に明記した期日どおり達成し、明記した内容よりも高い 

水準であった。 

・目標に明記した数値を上回った。

7 6.2 

3 目標をほぼ達成

・目標に明記した期日、内容どおりに達成した。 

・途中で多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形

で、目標に明記した内容どおりに達成した。 

・目標に明記した数値とほぼ同じであった。 

・おおむね適正に処理し業務遂行に支障がなかった。

104 92.0 

4 目標を下回った

・目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた。 

・目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たな

い水準であった。 

・目標に明記した数値を下回った。 

・所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかっ

た。 

2 1.8 

5 目標を大きく下回った

・目標に明記した期日よりも遅れ、明記した内容に満たない水準

であった。 

・目標に明記した数値を大きく下回った。 

－ －

合  計 113 100.0 
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予算額 決算額
（見込）

1 10401010
地域包括ケアシステ
ム推進事業

その他

誰もが、住み慣れた地域等で、安心し
て暮らし続けることができるしくみであ
る、地域包括ケアシステムの構築を
推進します。

●地域包括ケアシステムの理解促進に向けた
パンフレットの改訂、ポータルサイトの更新
●住民主体の地域課題解決の仕組みの構築
を目指した各区住民ワークショップ、地域包括
ケアシステム連絡協議会(２回)、懇話会(３回)
の開催
●包括的相談支援に関する実態調査の実施

75,678 52,370 3

2 10401020 介護予防事業 その他

高齢者の自立支援の取組を推進する
とともに、要支援・要介護認定者等の
重症化を防ぐため、効果的な介護予
防の取組を進めます。

●川崎市独自基準による基準緩和サービスの
実施(７事業所)
●各区役所における介護予防の講座や市民
活動団体の支援等の実施
●いこい元気広場事業の実施(2,346回)

2,548,409 2,297,560 3

3 10401030
認知症高齢者対策事
業

参加・協
働の場

認知症に関する普及啓発や徘徊高
齢者等SOSネットワークの充実を図
り、認知症高齢者等の地域による見
守り機能の充実を図ります。

●認知症対応力向上に向けた認知症介護指
導者養成研修（１人参加）、認知症サポート医
養成研修(11人参加)、フォローアップ研修(31人
参加)、かかりつけ医研修(19人参加)等の開催
●認知症サポーターの養成（9,623人参加）
●認知症コールセンターの運営

44,619 37,911 3

4 10401040
在宅医療連携推進事
業

参加・協
働の場

医師、看護師、介護支援専門員など
多職種が連携し、医療･介護サービス
を包括的に提供する環境づくりに取り
組みます。

●在宅療養推進協議会の開催(３回)による医
療と介護の円滑な連携についての協議
●在宅チーム医療を担う地域リーダー研修の
開催(159人参加(累計923人))
●市民啓発としてシンポジウムの開催(160人
参加)

21,523 21,467 3

5 10401050
福祉センター再編整
備事業

その他

高齢者や障害者の在宅生活の支援
を推進するため、地域リハビリテー
ションセンターや、特別養護老人ホー
ム、障害者入所施設等を含む福祉セ
ンター跡地活用施設を整備します。

●基本・実施設計の完了(平成30年12月)
●既存建物解体工事の完了(平成30年10月)
●新築建物建設工事の着工(平成31年１月)

13,469 13,167 3

6 10401060
地域見守りネットワー
ク事業

その他

ひとり暮らし高齢者等の異変を早期
に発見し、支援ができるよう、地域に
密着した事業者とのネットワークを構
築します。

●ホームページやチラシ、地域包括ケアシステ
ム連絡協議会の場等を活用した地域見守り
ネットワークの周知
●協力民間事業者数の拡充(５団体増加)
●人命救助につながった協力事業者に対する
市長表彰の実施

3,350 2,951 2

7 10401070
災害救助その他援護
事業

その他

災害時に高齢者や障害者等の安全
確保や円滑な避難を支援する災害時
要援護者避難支援制度の運用など
災害時援護体制の整備を図ります。

●ダイレクトメールの発送や各種冊子への掲
載による災害時要援護者避難支援制度の広
報･周知
●避難所の運営に関する関係団体との課題の
整理･共有の開始(二次避難所協定施設数202
施設)
●避難所における要配慮者向けスペースに関
する訓練の実施(１回)
●健康福祉局訓練及び従事者研修の実施に
よる保健医療調整本部の連携体制・調整機能
の検証
●災害見舞金の適正な支給(40世帯)
●改正災害救助法に基づく救助実施市の指定
に向けた庁内検討会議の開催

40,597 27,820 3

8 10401080
民生委員児童委員活
動育成等事業

補助・助
成金

地域の身近な相談相手であり、見守
り役でもある、民生委員児童委員を、
条例及び国の参酌基準に基づき適正
に配置し、育成･支援することを通じ
て、地域福祉の推進を図ります。

●民生委員児童委員の適正配置の実施(21人
増加(充足率86.9％))
●民生委員児童委員の育成･支援のための民
生委員児童委員協議会に対する運営補助等
の実施
●民生委員の定数充足に向けた担当世帯数
の適正化、研修、広報強化等を通じた欠員対
策の実施

156,488 155,561 4

9 10401090
自殺対策・メンタルヘ
ルス普及啓発事業

その他

ひとりでも多くの生命を守るため、地
域の多様な主体と協働した、安心して
暮らせるまちづくりにより、自殺に追
い込まれない社会の実現に向けた取
組を進めます。

●ゲートキーパー養成･メンタルヘルスに関す
る知識普及のための市民向け講座の実施(６
回)
●民間事業者･職能団体･市職員等へのゲート
キーパー講座の実施(23回)
●地域精神保健関連研修との連携(７回)
●自殺未遂者支援に関する会議の開催(12回)

17,757 16,362 2

10 10401100 権利擁護事業 その他

高齢者、障害者を含め誰もが、虐待
や消費者被害等の権利侵害を受ける
ことなく、安心して生活できるよう、社
会生活における相談支援の提供等
の、権利擁護の取組を推進します。

●法人後見や日常生活自立支援事業を行う｢
あんしんセンター(本庁１か所･区７区分)｣の運
営支援の実施
●親族向け･関係機関向け成年後見制度研修
会等の開催(４回)
●市及び関係機関職員向け虐待対応研修･事
例検討等の開催(２回)

202,930 202,933 3

11 10401130 障害者相談支援事業 その他
障害者相談支援センター等の運営を
通じて、障害者の地域生活を支える
ため、相談支援を実施します。

●障害者相談支援センターの運営委託(28か
所)
●障害者相談支援センターと保健福祉セン
ター等の合同連絡会の開催(７回)
●川﨑市地域自立支援協議会の開催(３回)
●相談支援従事者研修の実施(21回)

801,712 712,022 3

平成30年度の主な事務事業評価結果一覧（健康福祉局所管）
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予算額 決算額
（見込）

番
号

事務事業
コード

事務事業名
サービス
分類

事務事業の概要
（簡潔に記載）

主な取組の実績

事業費
（千円） 事業の

達成度

12 10402010
福祉人材確保対策事
業

その他

人材の呼び込み、就労支援、定着支
援、キャリアアップ支援の４つの柱
で、介護人材確保と定着の支援に取
り組みます。

●パンフレットやイベント等による普及啓発の
実施
●介護の仕事に就くための就職相談会の実施
(124人参加)
●メンタルヘルス相談窓口による就労支援の
実施(61人)
●人材開発研修センターによる人材育成研修
等の実施(73回)
●「介護人材マッチング・定着支援事業」の実
施（就職者数：50人）

173,188 172,133 3

13 10402020
介護サービスの基盤
整備事業

補助・助
成金

多様な手法により、特別養護老人
ホーム等の整備や地域密着型サービ
スの充実などの、地域居住の実現に
向けた介護サービス基盤の整備を進
めます。

●特別養護老人ホームの整備(累計4,663床)
●認知症高齢者グループホームの整備(４か
所)
●(看護)小規模多機能型居宅介護事業所の整
備(６か所)
●介護サービスの質を確保するための監査指
導の実施

2,680,603 1,493,901 3

14 10402030
ひとり暮らし支援サー
ビス事業

その他
ひとり暮らし高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らし続けられるよう、
支援に取り組みます。

●緊急通報システムの利用促進(1,569人利用)
●福祉電話相談事業の委託実施
●ひとり暮らし等高齢者の実態調査の実施
(8,128人調査)

69,781 71,361 3

15 10402040 介護保険事業 その他

介護を要する状態になっても、利用者
自身の選択に基づく介護サービスの
利用により、できる限り在宅で自立し
た日常生活が営めるように、介護
サービスを総合的かつ一体的に提供
します。

●要介護・要支援認定者に対する必要な保健
医療サービス及び福祉サービスの提供
●国民健康保険料･後期高齢者医療保険料と
の一体的な取組による保険料収納対策の実施
(収入率99.29％)

85,364,562 84,736,839 2

16 10402050
かわさき健幸福寿プロ
ジェクト

その他

要介護度等の改善･維持を図った介
護サービス事業所及びサービス利用
者に、インセンティブを付与すること
で、安心して介護サービスを利用でき
るしくみづくりをめざします。

●要介護度の改善・維持の推進に向けたプロ
ジェクトの実施(363事業所及び643人の参加)
●参加事業所･参加者に対する表彰式(インセ
ンティブ付与)の開催(平成30年８月)
●参加事業所職員向け研修会等の実施(３回)

27,819 25,079 3

17 10403010 高齢者外出支援事業
補助・助
成金

高齢者の外出を支援することにより、
高齢者の社会参加を促進します。

●高齢者特別乗車証明書の交付(220,629人)
●道路交通法上の手続きに係る福祉有償運送
事業者に対する支援の実施

1,742,127 1,758,310 3

18 10403020 高齢者就労支援事業
補助・助
成金

希望する高齢者の就業の機会を確保
することにより、生きがいづくりと社会
参加を促進します。

● 高齢者の就業の場の確保に向けたシル
バー人材センターの運営支援の実施(登録者
数5,399人･受注件数6,865件･就業者数2,118
人)

129,526 126,525 4

19 10403030 生涯現役対策事業 その他
高齢者が地域社会でいきいきとした
生活を送ることができるよう、生きが
いづくりを支援します。

●生きがいづくりの推進に向けた自己啓発講
演会(１回)、介護予防いきいき大作戦(１回)、シ
ニア向け講座(４講座)の開催
●敬老祝品の贈呈(5,286人)及び市長敬老訪
問の実施
●全国健康福祉祭(ねんりんピック)への選手派
遣(124人)

135,838 136,378 3

20 10403040
いこいの家・いきいき
センターの運営

施設の
管理・運
営

高齢者が地域活動に積極的に参加
する場を提供するとともに、介護予防
の拠点として高齢者の健康増進を図
るため、いこいの家及びいきいきセン
ターを適切に運営します。

●指定管理者によるいこいの家の運営(48館)
●多世代交流をはじめとした地域交流のため
の連携事業の実施(48館)
●地域コミュニティ形成のための｢いこいの家･
老人福祉センター活性化計画｣の策定(平成31
年３月)

797,002 791,347 3

21 10404010
障害福祉サービスの
基盤整備事業

その他

障害者の地域における生活の場や、
日中活動の場を確保するため、障害
者入所施設、通所事業所等の整備を
進めます。

●障害者通所事業所の整備(累計68か所)
●中原区における地域生活支援拠点整備の
着工
●未整備地区における地域生活支援拠点整
備に向けた検討
●高齢者･障害児者福祉施設再編整備基本計
画・第１次実施計画に基づく取組の推進(民設
施設の移転･建替えの初回となる川崎区大島
の整備に向けた申請要項の策定)

438,071 247,205 3

22 10404020
障害者日常生活支援
事業

その他
障害者の地域生活を支えるため、障
害福祉サービスを提供します。

●新規グループホームの開設承認(90人分)
●精神障害者の地域移行に向けた関係支援
機関を対象とする協議会の実施(６回)

7,728,147 7,878,246 3

23 10404030 障害児施設事業 その他
障害児の地域生活や施設における日
常生活を支えるため、障害（児）福祉
サービスを提供します。

●障害児の地域生活等を支えるための障害
(児)福祉サービス費や医療費等の給付
●指定障害児相談支援事業所の新規指定(３
か所）

4,377,382 4,779,516 2

24 10404040
障害者福祉用具等支
給・貸与事業

その他

障害者等の身体機能を補完または代
替している補装具の購入･修理のた
めの費用の支給や、障害者等の社会
参加を促進するための日常生活用具
の給付を行います。

●法令等に基づく補装具の給付
●障害者等の社会参加を促進するための日常
生活用具の給付(29,897件)
●補装具の借受開始及びマイナンバー事務本
格運用に伴う体制整備の実施

620,527 635,065 3

25 10404060
地域療育センターの
運営

その他
障害児や発達に不安のある児童など
に対して、相談・診察・訓練などの支
援を行います。

●平成29年度のコンプライアンス違反事例を
踏まえ、適切な業務執行のための組織管理体
制の見直し等の実施
●保育所･学校等の地域関係機関への技術援
助及び情報提供の実施
●地域療育センターの運営(４か所)による相
談･診察･検査･評価･療育･訓練等の専門的か
つ総合的な療育支援の実施

1,557,410 1,545,687 3

－4－
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26 10404100
障害者支援制度実施
事業

その他

障害福祉サービス事業所等が適正な
サービスの提供及び事業所を運営し
ていくため、事業所の指定や指導・監
査を実施します。

●共同生活援助事業所の指定(68床分)
●障害福祉サービス全体における事業所の実
地指導･監査の実施(82件)
●平成29年度監査により疑義等が明らかに
なった事業所に対する改善状況等の確認

109,993 107,940 3

27 10404110
井田地区福祉施設再
編整備事業

その他

障害者の地域生活の支援や、施設の
老朽化等に対応するため、｢リハビリ
テーション福祉･医療センター｣の再編
整備を進めます。

●社会復帰棟跡地における特別養護老人ホー
ム整備に向け、設置運営法人との連携による
進捗確認等の実施
●リハビリテーション福祉センター体育館の劣
化調査及び大規模修繕による長寿命化の方向
性の取りまとめの実施

14,326 5,616 3

28 10404120
施設障害福祉サービ
ス事業

その他

障害者の日中活動の場を提供する通
所施設及び居住の場である入所施設
に対して自立支援給付費等を支給
し、施設の活動を支援します。

●日中活動系サービスを適切に利用できるよ
う、障害福祉サービスを提供する事業者への
給付(利用者数5,279人)
●利用者の処遇改善や事業所の安定運営を
図るため、障害福祉サービスを提供する事業
所に対する市独自支援の実施

13,998,487 14,238,444 3

29 10405010 障害者就労支援事業 その他

一般企業への就労を希望する方への
就労支援や、企業への雇用支援、障
害福祉サービス事業所等の工賃向上
に取り組むことで、障害者の就労を推
進します。

●市内就労移行支援事業所及び就労支援セ
ンターを中心とした就労支援の実施(一般就労
移行者数262人)
●障害者雇用促進ネットワーク会議の開催(５
回)
●市内障害者支援団体等との協同による自主
製品販売会の開催(６回)

220,125 206,130 3

30 10405020
障害者社会参加促進
事業

その他

障害者の自立と社会参加を促進する
ため、障害者週間記念事業や障害者
スポーツの普及･啓発に向け、活動の
場の充実や情報の提供等に取り組み
ます。

●障害者社会参加推進協議会の実施(２回)
●障害者週間記念のつどいの開催(１回)
●障害者作品展の開催(１回)
●障害者の自立と社会参加を促進する生活訓
練等事業の実施(3,711人)
●心のバリアフリーの理念を踏まえたヘルプ
マークの配布

96,355 79,752 3

31 10405030
障害者の移動手段の
確保対策事業

補助・助
成金

バス乗車券･重度障害者福祉タク
シー利用券交付事業等を実施し、外
出時の移動手段を確保します。

●バス乗車券(ふれあいフリーパス)の交付
(18,075人)
●重度障害者福祉タクシー利用券の交付
(12,238人)
●全身性障害など、移動困難な方等に対する
福祉キャブ(リフト･ストレッチャー付き福祉車両)
の運行(4,929件)

1,124,638 1,149,925 3

32 10405040
社会的ひきこもり対策
事業

その他
研修会等を開催し、社会的ひきこもり
の問題への効果的な対策や、支援体
制の強化を図ります。

●社会的ひきこもりやひきこもり状態の方への
相談支援等の実施(延べ1,412件)
●社会的ひきこもりに関する市民向け講演会
の開催(138人参加)
●ひきこもり相談従事者研修会の開催(44人参
加)
●｢川崎市における広義のひきこもり支援ニー
ズ調査｣の実施

16,736 16,245 3

33 10407010 がん検診等事業 その他
健康増進法や国の指針等に基づき、
がん検診等を適切に実施します。

●国の指針等に基づくがん検診等の継続実施
●コールセンター及び台帳システムの活用に
よる未受診者･精密検査未受診者への受診勧
奨の実施
●包括協定の締結企業等と連携した普及啓発
の実施

2,387,388 2,203,172 3

34 10407020 生活習慣病対策事業 その他

生活習慣病に対する正しい知識の普
及と生活習慣の改善を支援し、市民
の健康づくりと生活の質の向上を図り
ます。

●生活習慣病に関する市民向け講習会や教
室等の開催(４回)
●地域関係団体や職域保健機関等との連携
による｢かわさき健康チャレンジ｣の実施
●生活習慣病重症化予防事業の実施(40代の
国保被保険者の糖尿病治療者割合3.2％)

6,884 6,587 3

35 10407030 健康づくり事業
参加・協
働の場

市民が主体的に健康づくりに取り組
めるよう、｢かわさき健康づくり21｣に
基づく取組を推進します。

●年間を通しての健康づくりに関するイベント
や講座の実施
●若い世代の口腔保健の向上と健康づくりの
動機づけを目的とした｢歯っぴーファミリー健
診｣の実施
●市民の健康づくりの取組に対してインセンテ
イブを提供する｢かわさき健康チャレンジ｣の実
施

120,716 102,449 3

36 10407040 食育推進事業
参加・協
働の場

市民が健全な食生活を実践できるよ
う、「食育推進計画」に基づき食育の
取組を推進します。

●各区役所における食生活改善推進員養成
教室の実施(養成開始時からの総養成数4,167
人)
●食育関係団体との連携によるイベント、講習
会、キャンペーンの実施(延べ2,785回)

4,749 3,890 3

37 10407050
国民健康保険特定健
康診査等事業

その他
被保険者の生活習慣病を予防するた
め、｢特定健康診査等実施計画｣等に
基づく取組を推進します。

●若年層等への重点的な受診勧奨や特定保
健指導の利用勧奨等の実施率向上に向けた
取組の実施(国保被保険者の特定健康診査実
施率25.9％･特定保健指導実施率4.4％(令和
元年６月時点))
●コールセンターの運用による被保険者等か
らの問合せ対応
●生活習慣病重症化予防事業の実施

651,605 539,329 3

38 10407120 健康調査事業 その他

国からの委託事業で、地域人口集団
の健康状態と大気汚染との関連を定
期的･継続的に観察し、必要に応じて
所要の措置を講ずるために実施する
調査等です。

●環境保健サーベイランス調査(健康調査)の
実施(３歳児調査の回収率81％･６歳児調査の
回収率92％)
●光化学スモッグ健康被害対応の実施
●公害防止予防研究の実施

6,592 6,187 2

－5－
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39 10501010 国民健康保険事業 その他
国民健康保険事業を安定的に運営し
ます。

●国民健康保険事業の安定的な運営
●特定健康診査等の実施やレセプト点検等に
よる医療費適正化の推進(財政効果額707百万
円)
●被保険者資格の適用適正化の推進
●法令に基づく適正賦課の実施
●医療保険制度改革･改正等への適切な対応

122,696,263 123,862,963 3

40 10501020
国民健康保険料等収
納業務

その他
国民健康保険料の滞納整理を強化
し、収入を確保するとともに、収入未
済額の縮減を推進します。

●｢電話催告へのAI導入｣や｢訪問時における
口座振替用ペイジー端末の携行｣などの新たな
取組の実施(現年度分収入率94.66％･滞納繰
越分収入率37.5％)
●給与などの継続債権の差押強化や全市横
断的な捜索の実施による効果的な収納業務の
推進

421,726 328,843 2

41 10501030 後期高齢者医療事業 その他
７５歳以上の高齢者等に対し、広域連
合による独立した医療制度等を実施
します。

●後期高齢者医療事業の安定的な運営
●訪問徴収の導入や75歳年齢到達の新規加
入者に対する口座振替勧奨など、実施計画に
基づく収納対策の実施(現年度分収入率
99.57％･滞納繰越分収入率55.00％)
●後期高齢者健康診査事業の一環として｢川
崎市高齢者フレイル対策事業｣の実施

24,749,650 23,845,825 3

42 10501040
障害者等医療費支給
事業

補助・助
成金

医療費の一部を助成し、重度障害者
の保健の向上及び福祉の増進を推
進します。

●重度障害者医療費助成制度の実施(受給者
数19,262人)
●持続可能で安定的な事業運営に向けて、重
度障害者の特性を踏まえた見直しの検討
●障害児(者)の歯科治療や保健指導など、心
身障害児(者)歯科治療事業の実施

8,339,994 8,413,042 3

43 10501050
成人ぜん息患者医療
費助成事業

補助・助
成金

成人の気管支ぜん息に係る医療費
の一部を助成することにより、健康の
回復と福祉の増進を図ります。

●成人の気管支ぜん息に係る医療費助成の
実施(受給者数7,467人)
●アレルギー疾患対策基本法に係る国指針や
県計画を踏まえた課題の整理･検討
●県アレルギー疾患対策推進協議会への参画

224,318 218,149 3

44 10501060 指定難病対策事業
イベント
等

難病患者やその家族の居宅生活を
支援する取組を推進することで、保健
福祉の向上を図ります。

●難病に関する市民･関係専門職向け講演会
の開催(３回)
●骨髄バンクドナー登録会の開催(２回)
●指定難病医療時助成制度の実施(受給者数
8,445人)

1,363,631 1,385,546 3

45 10502010
生活保護自立支援対
策事業

その他

生活保護受給者への就労支援や生
活保護受給世帯の中学生への学習
支援等により、自立に向けた取組を
推進します。

●自立支援相談員事業、総合就職サポート事
業、介護資格取得就労支援事業、若者就労自
立支援事業等及び各種就労支援事業の実施
●生活保護受給世帯の中学生に対する学習
支援事業の実施(高校等進学率96％)

258,299 252,969 3

46 10502020 生活保護業務 その他
経済的に困難な状況にある人に最低
限度の生活を保障するため、生活保
護業務を適正に実施します。

●福祉事務所との連携による自立支援の実施
(就労支援等により自立した世帯686世帯)
●転居を必要とする被保護者に対する転居支
援の実施(295人)
●年金受給に向けた支援の実施(効果額
436,583千円)
●市薬剤師会と連携した後発医薬品使用促進
の取組(使用率86.9％)

60,155,576 57,370,651 2

47 10502030
生活困窮者自立支援
事業

その他
生活保護に至る前に、生活困窮者が
社会的経済的に自立できるよう、就
労･生活の支援を行います。

●生活自立･仕事相談センター(だいJOBセン
ター)の運営による相談支援･就労支援等の実
施(新規相談者数1,325人･就職率69％)

176,133 169,671 3

48 10601010 地域医療対策事業 その他

地域医療審議会において地域医療に
関する重要事項を調査審議するとと
もに、将来において不足する病床機
能の確保及び医療機関相互の機能
分担と連携を図るなど、地域医療の
充実に取り組みます。

●病床機能の分化･連携に向けて、神奈川県
や医療関係団体との連携による地域医療構想
普及啓発セミナー等の実施
●地域医療に関する重要事項を審議･報告す
る地域医療審議会の開催(２回)
●地域内の各病院の機能、役割、今後の対応
方針等を協議する地域医療構想調整会議の開
催(３回)

26,780 10,430 3

49 10601020
災害時医療救護対策
事業

その他
災害発生時に、迅速かつ適切な医療
救護活動を行えるよう、災害時の医
療体制の整備に取り組みます。

●健康福祉局防災訓練及び従事者研修の実
施
●保健医療調整本部の連携体制･調整機能の
検証
●災害医療コーディネーター会議の開催(３回)
●川崎DMAT隊員養成研修の開催(１回)
●備蓄医薬品の更新

24,239 21,308 3

50 10601030
救急医療体制確保対
策事業

補助・助
成金

救急医療ニーズに対応した小児救急
や周産期救急等の救急医療体制を
確保するとともに、安定した運営を支
援します。

●小児急病センター、総合(地域)周産期母子
医療センター、救命救急センター、休日急患診
療所等に対する運営支援の実施
●年末年始等急患歯科診療事業に対する運
営支援の実施(受診者数500人)
●救急医療情報システム｢かわさきのお医者さ
ん｣の運営(アクセス件数164,463件)
●救急医療情報センターの運営(オペレーター
受信件数56,108件)

982,969 974,784 3

－6－
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51 10601040 医務・薬務事業
許認可
等

医療機関、薬局等の立入検査、監
視、指導等を行うとともに、医療安全
相談センターにおける苦情･相談に適
切に対応します。

●病院及び有床診療所等への立入検査の実
施(39回)
●医療安全相談センターの運営
●医療法等に係る許可事務及び事前相談の
実施
●薬局等に対する監視指導及び苦情･相談対
応の実施
●毒物及び劇物取締法関連施設に対する監
視指導の実施(153回)

18,023 15,985 3

52 10601050 看護師確保対策事業
補助・助
成金

看護職員の充足対策として、市内医
療施設等への確保･定着、潜在看護
職員の再就業支援及び資質の高い
看護人材の新規養成を図ります。

●看護師養成施設の運営支援の実施(３施設)
●看護師等修学資金の貸付(40人)
●病院内保育所の運営支援の実施(16施設)
●市立看護短期大学の４年制化に向けた整備
基本計画の策定(平成31年３月)
●川崎看護専門学校の運営法人に対する補
助金廃止に向けた調整の実施

160,678 159,139 3

53 10601090
看護短期大学の管理
運営

その他

看護実践能力を有する質の高い看護
師及び地域社会に貢献できる看護師
の育成を進め、医療人材の確保を図
ります。

●本学の魅力発信及び学生確保に向けて、
オープンキャンパス(２回)、入試相談会(３回)、
学園祭等の実施
●市内の医療機関への看護人材の供給(42人
就職)
●医療･看護の高度化等に対応するための教
育･研究活動の実施
●４年制大学への移行に向けた取組の推進

236,472 200,243 3

54 10603010 予防接種事業 その他
感染症の発生及びまん延を予防する
ため、予防接種法に基づく予防接種
を実施します。

●予防接種の接種率の維持･向上に向けた各
種広報･個別通知等の実施(第１期麻しん･風し
ん混合ワクチン接種率99.1％)
●予防接種台帳管理システムを活用したＭＲ
ワクチン･ＤＴワクチン未接種者への郵送勧奨
の実施(第２期麻しん･風しん混合ワクチン接種
率95.4％)
●マイナポータルを活用した勧奨の実施

4,045,946 4,056,806 3

55 10603020 感染症対策事業 その他

感染症の発生及びまん延を予防する
ため、新型インフルエンザ等感染症
対策の推進及び市民等への普及啓
発を実施します。

●新型インフルエンザ発生を想定した帰国者･
接触者外来設置訓練や川崎競馬場を活用した
施設使用制限訓練の実施
●関係機関との連携による感染症患者発生時
対応ブラインド訓練や患者搬送訓練の実施
●市内医療機関の感染制御部門と連携した衛
生教育の実施(105回)
●ハイリスクグループ等を対象とした地区研修
会や感染源調査に関する検討会等の実施

281,523 412,210 3

56 10603030 食品安全推進事業
許認可
等

飲食に起因する健康被害の発生防
止を図ります。

●｢食品衛生監視指導計画｣に基づく食品関係
営業施設の監視指導の実施(監視指導率
101.7％)
●食品等事業者向けHACCP講習会の実施(６
回)
●食品関連事業者等に対する食品表示法の
周知及び適正確保に向けた監視指導の実施

76,800 68,157 3

57 10603040
公衆衛生等に関する
試験検査等業務

その他

公衆衛生等に関する迅速･適正な試
験検査を行うとともに、調査研究、研
修指導及び公衆衛生情報の収集･解
析･提供を推進します。

●公衆衛生等に関する試験検査の実施
(14,282項目)
●公衆衛生に関する調査研究の実施(外部委
員会に付議した研究課題数9題)
●公衆衛生情報の収集･解析及び情報の発信
(週１回)
●医療機関や保健所との連携による感染症発
生時対応ブラインド訓練の実施(１回)

374,826 367,582 3

58 10603050 動物愛護管理事業

公聴及
び相談・
苦情申し
立ての
聴取等

動物の適正飼養とともに、動物愛護
の普及啓発を図り、人と動物が共生
する社会の実現に取り組みます。

●地域猫活動サポーター制度の開始
●動物愛護基金の継続実施
●動物愛護に関する市民公開講座(３回)及び
意見交換会(３回)の実施
●譲渡会の開催(12回)
●来所型いのち･MIRAI教室の在り方の検討
●動物由来感染症対策の広報啓発の実施
●新たな動物愛護センターの整備(平成31年２
月オープン)

869,043 851,555 3

59 10603060 環境衛生事業
許認可
等

環境衛生関係施設の監視指導や自
主管理の推進に取り組むとともに、地
域包括ケアシステムを推進するため
に、衛生的な住まい方に関する支援
を実施し、健康で快適な生活環境を
確保します。

●｢環境衛生･水道衛生監視指導計画｣に基づ
く監視指導等の実施(監視指導率95％)
●衛生的な住環境の確保に向けた講習会の
実施(112回)
●環境衛生関係施設事業者･管理者の適正な
自主管理のための科学的根拠に基づく指導の
実施

11,653 8,969 3

60 10603070 葬祭場管理運営事業
施設の
管理・運
営

人口の増加や年齢構成の変化によ
り、年々増加する火葬需要の増加に
対し、利便的かつ安定的な葬祭場運
営を行います。

●かわさき北部斎苑の運営(火葬受入れ15件/
日)
●かわさき南部斎苑の運営(火葬受入れ22件/
日)
●夏場、冬場における友引日の開苑(各斎苑と
も月２回)
●かわさき北部斎苑火葬棟･休憩棟の改修工
事
●使用料の見直しに向けた原価計算の検討･
調整

1,136,711 1,270,574 3
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