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「「「「県庁改革基本方針県庁改革基本方針県庁改革基本方針県庁改革基本方針」（」（」（」（平成平成平成平成21212121～～～～26262626年度年度年度年度））））    

    「県庁改革」の実行に向けて、「Ⅰ 県民本位の県政」、「Ⅱ 組織・しごと改革」、「Ⅲ 財政 の強化・安定」を柱として、平成21年10月に策定した基本方針 

 

県ホームページに「県庁改革基本方針」の全文を掲載しています。 

   
    

はじめはじめはじめはじめにににに    

 本県では、昭和50年代前半から行政改革に取り組んでおり、特に、平成９年度以降は、職員数や組織数の削減など、具体の数値目標を設定し、行政改革を推進してまいりました。 平成21年度からは、「県庁改革基本方針」（平成21～26年度）及び基本方針に沿って具体の目標や取組みを定めた「改革戦略プラン」（平成21～22年度）に基づき、「県庁改革」として取組みを着実に進め、「改革戦略プラン」で設定した目標を概ね達成しました。 「改革戦略プラン」の終了後は、「県庁改革基本方針」に沿って、引き続き、厳しい財政状況に対応しながら、簡素で効率的な体制づくりや人材の活性化など着実な取組みを行ってまいりました。 この冊子は、平成24年度当初に向けた県庁改革の取組みを中心に、「県庁改革基本方針」に基づくこれまでの取組みについて、皆様に分かりやすくお示しするために作成いたしました。 なお、厳しい財政状況の中、これまで構築してきた簡素で効率的な体制を活かした課題解決力の高い組織づくりなど、新たな行政改革の取組みについて、現在検討を進めております（平成24年３月に「新たな行政改革の指針（仮称）」として策定予定）。 今後も、質の高い行政サービスを提供していくために、全職員一丸となって、改革に取り組んでまいります。 

県庁改革基本方針県庁改革基本方針県庁改革基本方針県庁改革基本方針    検索検索検索検索    でででで    ☞ 
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項目項目項目項目    24242424年度当初年度当初年度当初年度当初にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    
掲載掲載掲載掲載    

①①①①    

職員数職員数職員数職員数    

のののの削減削減削減削減    

￭ 簡素で効率的な体制を堅持し、施策・事業の見直し、民間活力の活用

などに取り組み、職員数の削減を行います。 

知事部局知事部局知事部局知事部局     1     1     1     102020202人人人人をををを削減削減削減削減    

他任命権者他任命権者他任命権者他任命権者                21212121人人人人をををを削減削減削減削減（（（（教員教員教員教員、、、、警察官警察官警察官警察官をををを除除除除くくくく））））    

（（（（対対対対22223333年度当初比年度当初比年度当初比年度当初比）））） 

P３ 
②②②②    

人件費人件費人件費人件費    

のののの抑制抑制抑制抑制    

￭ 職員数の削減、特別職の期末手当・管理職の管理職手当の減額、人

事委員会勧告に基づく給与の引下げ改定を行い、人件費を抑制しま

す。 

20202020億億億億円円円円のののの抑制抑制抑制抑制    

P５ 
③③③③    

本庁機関本庁機関本庁機関本庁機関    

のののの見直見直見直見直しししし    

￭ 22年度当初に実施した本庁機関の見直しに係る課題等を踏まえ、副局

長の設置など、必要な見直しを行います。 

P７ 
④④④④    

出先機関出先機関出先機関出先機関    

のののの見直見直見直見直しししし    

￭ 県西地域の一体的な地域づくりを推進し、防災力を強化します。 

・・・・    足柄上と西湘の地域県政総合センターを再編し、「県西地域県政

総合センター」を設置 

・・・・    小田原と松田の土木事務所を再編し、「県西土木事務所」と「同・小

田原土木センター」を設置 

 

出先機関数は、23年度当初比で２２２２機関機関機関機関のののの減減減減となり、132132132132機関機関機関機関に 

なります。 

P８ 
⑤⑤⑤⑤    

人事制度人事制度人事制度人事制度    

改革改革改革改革    

￭ 22年度から進めてきた新たな人事制度について、継続的に取組みの

効果を検証しながら、より効果的な人事制度の実現に向けて、引き続

き取り組みます。 

P11 
⑥⑥⑥⑥    

施策施策施策施策・・・・    

事業事業事業事業のののの    

見直見直見直見直しししし    

￭ 厳しい財政状況の下で、喫緊の課題や県民ニーズに迅速かつ的確に

対応し、より優先順位の高い施策・事業に財源を重点的に配分するた

め、あらゆる施策や事業について、抜本的に見直しを行い、民間・市

町村との役割分担を図りつつ、一層の「選択と集中」を徹底します。 

132132132132億円億円億円億円をををを抑制抑制抑制抑制    

P12 
⑦⑦⑦⑦    

県債県債県債県債のののの    

新規発行新規発行新規発行新規発行    

額額額額のののの抑制抑制抑制抑制    

￭ 臨時財政対策債等の特例的な県債を除く県債について、新規発行額

の抑制方針を堅持します。 

特例的特例的特例的特例的なななな県債県債県債県債をををを除除除除くくくく県債発行額県債発行額県債発行額県債発行額    557557557557億円億円億円億円    

 

その結果、臨時財政対策債等の特例的な県債を除く県債現在高に

ついては、着実に減少しました。 

特例的特例的特例的特例的なななな県債県債県債県債をををを除除除除くくくく県債現在高県債現在高県債現在高県債現在高    △△△△812812812812億円億円億円億円（（（（対対対対23232323年度最終予算比年度最終予算比年度最終予算比年度最終予算比））））    P13 
    

平成平成平成平成24242424年度当初年度当初年度当初年度当初にににに向向向向けたけたけたけた主主主主なななな県庁改革県庁改革県庁改革県庁改革のののの取組取組取組取組みみみみ    概要概要概要概要    

※年度の表記は、平成を省略 
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           【【【【表表表表１１１１】】】】    職員数職員数職員数職員数のののの推移推移推移推移    （（（（教員教員教員教員、、、、警察官警察官警察官警察官をををを除除除除くくくく）））） ９～24年度 区  分 ９年度 定数 21年度 定数 22年度 定数 23年度 定数 24年度 定数 23～24 年度 増減数 増減数 累計 増減率 （％）  A B C D E E-D F=E-A F/A 知事部局知事部局知事部局知事部局・・・・    病院事業庁病院事業庁病院事業庁病院事業庁            13,55113,55113,55113,551    10101010,,,,470470470470    7,7,7,7,961961961961    7,7,7,7,731731731731    7,6297,6297,6297,629    △△△△102102102102    △△△△5,9225,9225,9225,922    △△△△43.743.743.743.7        知事部局知事部局知事部局知事部局    13,55113,55113,55113,551    8,231 7,961 7,731    7,629    △△△△102102102102    △5,922 △43.7     病院事業庁病院事業庁病院事業庁病院事業庁 - 2,239 ----    ((((※※※※３３３３))))    ----    ----    －    ----    ----    他任命権者他任命権者他任命権者他任命権者    6,0736,0736,0736,073    5,5,5,5,043043043043    4,4,4,4,948948948948    4,4,4,4,879879879879    4,8584,8584,8584,858    △△△△21212121    △△△△1,2151,2151,2151,215    △△△△20.020.020.020.0     企業庁企業庁企業庁企業庁    1,407(※4) 1,030 1,018 1,009 1,009 － △398 △28.3  教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    ((((※※※※１１１１))))    2,646 2,115 2,042 1,987 1,975 △12 △671 △25.4  各局委員会各局委員会各局委員会各局委員会    225 183 183 186 186 － △39 △17.3  警察警察警察警察本部本部本部本部    ((((※※※※２２２２))))    1,795 1,715 1,705 1,697 1,688 △9 △107 △6.0 合計合計合計合計    19,62419,62419,62419,624    15151515,,,,513513513513    12121212,,,,909909909909    12121212,,,,610610610610    12,48712,48712,48712,487    △△△△123123123123    △△△△7,1377,1377,1377,137    △△△△36.436.436.436.4     ※１ 「教育委員会」の職員数は、県立学校の校長及び教員並びに市町村立学校教職員を除いた職員数です。 ※２ 「警察本部」の職員数は、警察官以外の職員数です。 ※３ 地方独立行政法人に移行しました。 ※４ 「企業庁」は平成８年度から取組みを進めているため、職員定数は平成８年度が起点です。   
13,78313,78313,78313,783 13,55113,55113,55113,551 11,97011,97011,97011,970 8,2318,2318,2318,231 7,9617,9617,9617,9612,2392,2392,2392,239 7,7317,7317,7317,731 7,6297,6297,6297,629S49S49S49S49 H9H9H9H9 H15H15H15H15 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24

病院事業庁知事部局

職員数職員数職員数職員数のののの削減削減削減削減    １１１１    

知事部局職員数知事部局職員数知事部局職員数知事部局職員数のののの推移推移推移推移    

(年度当初)    

(人)    

(ピーク時)    

(単位：人) 
本県では全国に先駆けて、平成９年度から行政システム改革に取り組み、業務プロセスの徹底的な見直しや庶務事務のアウトソーシングなどにより職員数の削減を進めてきました。 行政運営を効率的に行っていくためには、時代の変化等も踏まえて不断に見直しに取り組んでいくことが必要であり、簡素で効率的な体制を堅持し、引き続き、施策・事業の見直し、民間活力の活用などに取り組み、職員数の削減を行います。  
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【【【【表表表表２２２２】】】】    職員数職員数職員数職員数のののの推移推移推移推移    （（（（教員教員教員教員、、、、警察官警察官警察官警察官をををを含含含含むむむむ））））    ９～24年度 区  分 ９年度 定数 21年度 定数 22年度 定数 23年度 定数 24年度 定数 23～24 年度 増減数 増減数 累計 増減率 （％）  A B C D E E-D F=E-A F/A 行政職員行政職員行政職員行政職員    （【表１】の合計） 19,624 15,513 12,909 12,610 12,48712,48712,48712,487    △123 △7,137 △36.4 教員教員教員教員(※) 48,088 50,005 50,633 51,070 51,5351,5351,5351,539999    469 3,451 7.2 県立学校県立学校県立学校県立学校    11,755 11,250 11,569 11,758 11,90011,90011,90011,900    142 145 1.2     市町村立学校市町村立学校市町村立学校市町村立学校（（（（政令市含政令市含政令市含政令市含むむむむ））））    36,333 38,755 39,064 39,312 39,63939,63939,63939,639    327 3,306 9.1 警察官警察官警察官警察官    13,416 15,359 15,425 15,490 15,50715,50715,50715,507    17 2,091 15.6 職員職員職員職員    合計合計合計合計    81,12881,12881,12881,128    80808080,,,,877877877877    78787878,,,,967967967967    79797979,,,,170170170170    79,53379,53379,53379,533    363363363363    △△△△1,5951,5951,5951,595    △△△△2.02.02.02.0     ※ 「教員」は、県立学校の校長及び教員並びに市町村立学校教職員を合わせた職員数です。                                                                                 

(単位：人) 

（参考） 人口10万人当たりの一般行政部門職員数(人口700万人以上の都府県) 
82.8 92.8 96.0 118.9 146.0 

0 20 40 
60 80 100 120 140 160 180 

神奈川県 大阪府 埼玉県 愛知県 東京都

(人) 平成23年4月1日現在 

（総務省「地方公共団体定員管理調査」結果より） ※一般行政部門には、知事部局、各局委員会職員が該当（ただし、大学、下水道会計分の職員を除く）。

全国最小全国最小全国最小全国最小    
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          【【【【表表表表３３３３】】】】    人件費人件費人件費人件費のののの抑制抑制抑制抑制 
○○○○平成平成平成平成24242424年度当初年度当初年度当初年度当初にににに向向向向けたけたけたけた人件費抑制人件費抑制人件費抑制人件費抑制のののの取組取組取組取組みみみみ            （参考）平成15年度比の抑制額     区分区分区分区分    人件費抑制人件費抑制人件費抑制人件費抑制のののの取組取組取組取組みみみみ    区分区分区分区分    22224444年度当初年度当初年度当初年度当初    職員数の増減(15年度比)に伴う人件費の影響額 △58億円 (増減人数 △341人) 職員数職員数職員数職員数        ・・・・行政職員行政職員行政職員行政職員のののの職員数削減職員数削減職員数削減職員数削減                                    知事部局知事部局知事部局知事部局                △△△△111102020202人人人人    他任命権者他任命権者他任命権者他任命権者        △△△△ 21 21 21 21人人人人                  △△△△11111111億円億円億円億円                 職員数職員数職員数職員数    ・行政職員 △413億円 ・教職員 警察官 355億円 知事等特別職知事等特別職知事等特別職知事等特別職    

    ・・・・期末手当期末手当期末手当期末手当のののの減額減額減額減額      知 事       △△△△15151515％％％％   副知事       △△△△13131313％％％％   教育長       △△△△10101010％％％％   常勤監査委員   △△△△    8888％％％％   知事特別秘書   △△△△    8888％％％％                                                                 △△△△0.10.10.10.1億円億円億円億円     《15年度と比較した減額要素》  ・期末手当支給割合の引下げ  ・委員長・副委員長加給廃止    県議会議員県議会議員県議会議員県議会議員    △1.0億円 職員職員職員職員        ・管理職手当管理職手当管理職手当管理職手当のののの減額減額減額減額 △△△△    10101010％％％％    ・給与給与給与給与のののの引下引下引下引下げげげげ改定改定改定改定 △△△△0.110.110.110.11％％％％                                                                     △△△△9999億円億円億円億円    合計合計合計合計    △△△△20202020億円億円億円億円    

 24242424年度当初年度当初年度当初年度当初にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    ・期末手当の減額△△△△15151515～～～～8888％％％％（（（（△△△△0.10.10.10.1億円億円億円億円））））  《15年度と比較した減額要素》  ・期末手当支給割合の引下げ  ・行政委員の報酬の見直し  
知事等特別職知事等特別職知事等特別職知事等特別職    △0.7億円  24242424年度当初年度当初年度当初年度当初にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    ・管理職手当の減額 △△△△10101010％％％％    ・給与の引下げ改定 △△△△0.110.110.110.11％％％％                    （（（（△△△△9999億円億円億円億円））））  《15年度と比較した減額要素》 ・特殊勤務手当等の見直し ・期末手当支給割合の引下げ ・18年度の給与構造改革及び給与の 引下げ改定 ・通勤手当等の見直し ・退職手当支給率の引下げ ・退職時特別昇給の廃止 ・義務教育等教員特別手当等の見直し ・時間外勤務手当の縮減   
職員職員職員職員    

   △560億円 

給与等給与等給与等給与等のののの減額減額減額減額    

小計小計小計小計     △562億円 

    

    

合計合計合計合計    △620億円                                                 

人件費人件費人件費人件費のののの抑制抑制抑制抑制    ２２２２    職員数の削減とあわせて職員給与の引下げ等を図り、人件費の抑制に努めます。 

平成平成平成平成16161616～～～～24242424年度当初累計年度当初累計年度当初累計年度当初累計    △△△△3,8893,8893,8893,889億円億円億円億円    
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         （平成16～23年度の取組実績）      区分区分区分区分    16161616年度年度年度年度    17171717年度年度年度年度    18181818年度年度年度年度    19191919年度年度年度年度    20202020年度年度年度年度    21212121年度年度年度年度    22222222年度年度年度年度    23232323年度年度年度年度    職員数の増減(15年度比)に伴う人件費の影響額 8億円 (296人) 34億円 (543人) 22億円 (432人) 53億円 (693人) 61億円 (790人) 67億円 (1,003人) △106億円 (△907人) △97億円 (△704人) 職員数職員数職員数職員数    ・行政職員 △29億円 ・教職員 警察官 37億円 ・行政職員 △62億円 ・教職員 警察官 96億円 ・行政職員 △93億円 ・教職員 警察官 115億円 ・行政職員 △125億円 ・教職員 警察官  178億円 ・行政職員 △137億円 ・教職員 警察官   198億円 ・行政職員 △169億円 ・教職員 警察官  236億円 ・行政職員 △385億円 ・教職員 警察官  279億円 ・行政職員 △411億円 ・教職員 警察官  314億円 ・期末手当支給割合の引下げ ⑯～○23  ・委員長・副委員長加給停止 ⑯～○23  ・期末手当の減額 △10％ ○21～○22  ・議員報酬の減額 △ 5％ ○22     県議会議員県議会議員県議会議員県議会議員    △0.5億円 △0.4億円 △0.4億円 △0.3億円 △0.3億円 △1.3億円 △2.0億円 △1.0億円 ・期末手当の減額 △70～20％⑯ ・給料及び地域（調整）手当の減額 △6％ ⑰～⑳ △20％～10％ ○21～○22  ・期末手当支給割合の引下げ ⑯～○23  ・行政委員の報酬の見直し ○22 ～○23     
知事等特別職知事等特別職知事等特別職知事等特別職    △0.2億円 △0.1億円 △0.1億円 △0.1億円 △0.1億円 △0.2億円 △0.8億円 △0.6億円 ・給料及び地域(調整)手当の減額 管理職手当受給者 △4％⑯～⑱ △6％ ○21～○22  その他の職員     △2％⑯     △3％ ○21～○22  ・管理職手当の減額   △5％ ⑯ ・高年齢層職員の昇給停止 ⑯～○22  ・特殊勤務手当等の見直し ⑰～○23  ・期末手当支給割合の引下げ △0.25月 ⑯ △0.20月 ⑰⑱ △0.15月 ⑲⑳ △0.50月 ○21追 △0.70月 ○22 追 ・給与の引下げ改定等 ⑯～○23 追 ・通勤手当等の見直し ⑯～○23  ・退職手当支給率の引下げ ⑯～○23  ・退職時特別昇給の廃止 ⑯追～○23  ・義務教育等教員特別手当等の見直し ○21～○23  ・時間外勤務手当の縮減 ○21～○23  
職員職員職員職員    

△355億円 △262億円 △324億円 △297億円 △289億円 △570億円 △652億円 △553億円 

給与等給与等給与等給与等のののの減額減額減額減額    

小計小計小計小計    △356億円 △262億円 △325億円 △297億円 △289億円 △572億円 △655億円 △555億円 合計合計合計合計    △348億円 △228億円 △303億円 △244億円 △228億円 △505億円 △761億円 △652億円 ［備考］1 16年度から24年度当初までの表中に記載している抑制額は、15年度と当該年度を比較して、制度的に減額となっているものを計上しています。 2 丸数字は取組みの年度及び継続的効果が生じた年度を示しています。 3 16・17・19・21・22・23年度の給与等の減額には、年度途中の追加措置による影響を含んでいます。  
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    ◎◎◎◎    平成平成平成平成24242424年度年度年度年度当初当初当初当初にににに向向向向けたけたけたけた本庁機関本庁機関本庁機関本庁機関のののの見直見直見直見直しししし    １１１１    局長局長局長局長、、、、課長課長課長課長のののの職務代理職務代理職務代理職務代理のののの明確化明確化明確化明確化    (1) (1) (1) (1) 副局長副局長副局長副局長のののの設置設置設置設置    課 題 ￭ 各局の企画調整部長が、局の予算案件等について、横断的に調整する役割を担っているが、企画調整部の「部長」であるため、横断的な役割を担っている職と認識されない。 ￭ 局長の所管範囲が依然として広い中、局長の補佐役が不在。 見 直 し ￭ 「副局長」を置き、局内の横断的な調整、局長の補佐役を担う。 副局長は、現行の企画調整部長（24 年度は総務部長）を兼任する。 (2)(2)(2)(2)    課長代理兼課長代理兼課長代理兼課長代理兼グループリーダーグループリーダーグループリーダーグループリーダーのののの配置配置配置配置    課 題 ￭ グループリーダーという職名からは課長の補佐役であることが分かりにくい。 ￭ グループリーダーには等しく課長の代決権が付与されているため、グループ間の連携をとりにくく、筆頭グループリーダーが課全体の業務を把握しきれていない。 

 

見 直 し ￭ 副課長が置かれていない課の筆頭グループリーダーを「課長代理兼グループリーダー」とし、課長の補佐役であることを明確にする。 ２２２２    副課長副課長副課長副課長のののの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな配置配置配置配置    課 題 ￭ 副課長が配置されていない課の課長及び筆頭グループリーダーに、業務上のしわ寄せがきている場合が見られ、円滑な業務遂行に支障を来す面がある。  見 直 し ￭ 業務上必要性が認められる課には柔軟に副課長を配置する。 ３３３３    部部部部のののの調整機能調整機能調整機能調整機能のののの発揮発揮発揮発揮     小分け化した課をとりまとめ、部の一体性を一層発揮できるように、部長の役割や調整機能について、改めて周知徹底を図る。 ※１ 企画調整部を総務部に、企画調整課を総務課に、それぞれ名称変更する。 ※２ 多様化・高度化する行政ニーズに機動的かつ的確に対応するため、現在の形になってから10年以上経過する「局」のあり方について検討する。  ((((参考参考参考参考))))    平成平成平成平成22222222年度当初年度当初年度当初年度当初のののの本庁機関本庁機関本庁機関本庁機関のののの見直見直見直見直しししし        意思決定の迅速化、責任の明確化及び管理職のマネジメント力の強化を目的として、主に次の見直しを平成22年度当初に向けて行いました。 ○ 平成21年度までの「部」を「局」に改称し、「局」の下に、類似する施策や関連の事務を行う複数の課を束ねる「部」を設置。 ○ 課長への業務集中を解消するため、1課20人程度となるよう「課」を小分け化。 ○ 意思決定の迅速化を目的として、担当部長、次長、参事、担当課長、課長代理などのスタッフ職及び副部長、副課長を原則廃止し、実質的な階層を減少する「職のフラット化」を実施。 

本庁機関本庁機関本庁機関本庁機関のののの見直見直見直見直しししし    ３３３３    意思決定の迅速化、責任の明確化及び管理職のマネジメント力の強化を図るため、平成22年度当初に、局部課制の導入や課の小分け化など、本庁機関の見直しを実施し、平成23年度以降、見直しの目的を反映した運用となっているかどうか検証・評価を行ってきました。 検証・評価の結果、抽出された課題の一部については、平成24年度当初に向けて見直しを実施します。 
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              【【【【表表表表４４４４】】】】    平平平平成成成成24242424年度当初年度当初年度当初年度当初にににに向向向向けたけたけたけた出先機関出先機関出先機関出先機関のののの再編再編再編再編    再編前再編前再編前再編前    再編後再編後再編後再編後    再編再編再編再編のののの内容内容内容内容    足柄上地域県政足柄上地域県政足柄上地域県政足柄上地域県政    総合総合総合総合センターセンターセンターセンター    
西湘地域県政西湘地域県政西湘地域県政西湘地域県政    総合総合総合総合センターセンターセンターセンター    

県西地域県政県西地域県政県西地域県政県西地域県政    総合総合総合総合センターセンターセンターセンター    ￭ より広域的な視点から総合調整機能を発揮し、県西地域における一体的な地域づくりを推進するため、足柄上地域県政総合センターと西湘地域県政総合センターを再編し、県西地域県政総合センターを設置します。 ￭ 県西地域県政総合センターの所管区域は、足柄上地域県政総合センター及び西湘地域県政総合センターの所管区域である「小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡」とします。 ￭ 県西地域県政総合センターを小田原合同庁舎に置くとともに、県民サービスの維持や地域特性に応じた施策を展開するため、足柄上合同庁舎において必要な業務を実施します。 小田原土小田原土小田原土小田原土木事務所木事務所木事務所木事務所    
松田土木事務所松田土木事務所松田土木事務所松田土木事務所    

県西土木事務所県西土木事務所県西土木事務所県西土木事務所        同同同同・・・・小田原土木小田原土木小田原土木小田原土木センターセンターセンターセンター    ￭ 県西地域における県土整備行政を一体的に推進するため、小田原土木事務所と松田土木事務所を再編し、県西土木事務所を設置します。 ￭ 県西土木事務所の所管区域は、小田原土木事務所及び松田土木事務所の所管区域である「小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡」とします。 ￭ 県西土木事務所を足柄上合同庁舎に置くとともに、道路や河川などの維持管理や災害対応、県民サービスの維持を図るため、現在の小田原土木事務所庁舎に小田原土木センターを設置します。   

出先機関出先機関出先機関出先機関のののの見直見直見直見直しししし    ４４４４    地方分権改革の進展や公的サービスの担い手の多様化、さらには、県内に３つ目の政令指定都市誕生などの事情を踏まえ、県庁の総合力・組織力の向上の観点から、出先機関の再編を進めてきました。 平成24年度当初に向けては、県西地域における、広域連携の取組みの支援、地域の防災力の強化、酒匂川流域の治水対策や道路などの都市基盤整備を一体的に推進していくため、次のとおり再編します。 



 

 - 9 - 

 【【【【表表表表５５５５】】】】    出先機関数出先機関数出先機関数出先機関数
(※１)

のののの推移推移推移推移    ９年度 当初 21年度 当初 22年度 当初 23年度 当初 24年度 当初 21～24年度 増減数累計 ９～24年度 増減数累計   AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    EEEE----BBBB    EEEE----AAAA    知事部局知事部局知事部局知事部局（（（（※※※※２２２２))))    224 111 101 99 97 △ 14 △ 127 企業庁企業庁企業庁企業庁    25 18 18 18 18 ０ △ 7 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    30 19 17 17 17 △ ２ △ 13 合計合計合計合計    279279279279    148148148148    136136136136    134134134134    132132132132    △△△△    11116666    △△△△ 147 147 147 147     ※１ 「出先機関数」は、神奈川県行政組織規則等に基づき整理しました。 ※２ 21年度当初の出先機関数には、「病院事業庁」の出先機関数（５機関）を含んでいます。    
132132132132134134134134136136136136148148148148212212212212354354354354 279279279279

S52S52S52S52 H9H9H9H9 H15H15H15H15 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24

(単位：機関) 

(年度当初)    

(機関)    

(ピーク時)    

出先機関数出先機関数出先機関数出先機関数のののの推移推移推移推移    
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【【【【表表表表６６６６】】】】    出先機関出先機関出先機関出先機関のののの見直見直見直見直しししし（（（（主主主主なななな内容内容内容内容））））    年度年度年度年度    区分区分区分区分    主主主主なななな内容内容内容内容    24242424年度年度年度年度    当初当初当初当初    知事部局 △２ ○ 足柄上地域県政総合センター及び西湘地域県政総合センターを再編し、県西地域県政総合センターを設置 ○ 小田原土木事務所及び松田土木事務所を再編し、県西土木事務所及び同・小田原土木センターを設置 
知事部局 △３ ＋１ 

○ 言語及び文化に関する講座等を開設することによって、県民の国際相互理解の促進を図り、多文化共生社会づくりに寄与するため、国際言語文化アカデミアを設置（平成23年１月） ○ 県民の進学志向の変化や国際言語文化アカデミアの設置等により、外語短期大学を閉学 ○ 県や市町村等の施設を活用した多様な事業プログラムを実施するため、青少年指導者養成事業を青少年センターに一元化し、清川青少年の家を廃止 ○ 三浦しらとり園の管理運営について、指定管理者制度を導入 23232323年度年度年度年度    当初当初当初当初    
合計合計合計合計    再編再編再編再編△△△△３３３３、、、、新設新設新設新設＋＋＋＋１１１１、、、、合計合計合計合計△△△△２２２２のののの減減減減    

知事部局 △８ ＋３ 
○ 相模原土木事務所及び津久井土木事務所を、厚木土木事務所に再編し、同・東部センター及び同・津久井治水センターを設置 ○ 相模原児童相談所を廃止し、県北地域児童相談所を設置 ○ 自治総合研究センターを廃止し、調査研究機能及び研修機能を総合政策課の駐在事務所（政策研究・大学連携センター～シンクタンク神奈川～）及び人材課の駐在事務所（職員キャリア開発支援センター)に再編 ○ 給与関係業務及び統計業務を出先機関の業務として整理し、給与事務センター及び統計センターを設置 ○ かながわ農業アカデミー及び畜産技術センターを、農業技術センターに再編するとともに、同・海老名出張所を廃止 ○ 横浜労働センター、川崎労働センター及び５か所の地域県政総合センター商工労働部労働課を、かながわ労働センターに再編し、同・川崎支所、同・県央支所及び同・湘南支所を設置 ○ 横浜治水事務所及び川崎治水事務所を再編し、横浜川崎治水事務所及び同・川崎治水センターを設置 病院事業庁 △５ ○ 地方独立行政法人神奈川県立病院機構の設立に伴い、足柄上病院、こども医療センター、精神医療センター、がんセンター及び循環器呼吸器病センターの５機関が同法人に移行 教育委員会 △２ ○ 高相津久井教育事務所及び愛甲教育事務所を再編し、県央教育事務所を設置 ○ 武道館の管理運営について、指定管理者制度を導入 

22222222年度年度年度年度    当初当初当初当初    

合計合計合計合計    再編再編再編再編△△△△15151515、、、、新設新設新設新設＋＋＋＋３３３３、、、、合計合計合計合計△△△△12121212のののの減減減減    
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          【【【【表表表表７７７７】】】】    平成平成平成平成24242424年度年度年度年度にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ 人事制度改革人事制度改革人事制度改革人事制度改革 のののの方向方向方向方向 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ精神精神精神精神にあふれたにあふれたにあふれたにあふれた    「「「「プロフェッショプロフェッショプロフェッショプロフェッショナルナルナルナル」」」」をををを育成育成育成育成ししししますますますます 

○ 職員キャリア開発支援センターでの研修の実施 ￭ 職員キャリア開発支援センターにおいて、民間のノウハウを活用し、職員が昇任昇格に必要な単位を計画的に取得する単位制の研修を実施 ○ キャリア選択型人事制度の推進とキャリア開発支援の充実 ￭ 専門性の高い「プロフェッショナル」職員を育成するため、キャリア選択型人事制度を推進、職員のキャリア開発を支援する研修や相談体制などを充実 ○ 多彩な人材の確保 ￭ 多彩な人材を確保するため、神奈川早期チャレンジ枠制度などの新しい職員採用試験を継続的に実施 ○ 管理職候補者選考試験の実施 ￭ 管理職を選考する試験について、面接を重視するなど見直しを行い、新たに管理職候補者選考試験として実施、マネジメント能力が高い職員を管理職として積極的に登用 よりよりよりより公平公平公平公平でででで信頼信頼信頼信頼性性性性のののの高高高高いいいい人事人事人事人事    制度制度制度制度にしますにしますにしますにします 

○ 職員意識調査等による人事制度の検証 ￭ 職員意識調査等を行い、継続的に人事制度改革の取組みの効果を検証、より効果的な人事制度とするための改善を実施 ○ マネジメント・サポート・システムの充実 ￭ 部下の視点からのチェックにより、マネジメント能力の向上を図るマネジメント・サポート・システムを実施 ○ 管理監督者のマネジメント能力の向上 ￭ より高いマネジメント能力を持った管理職の育成、能力向上のための研修体系を検討 ○ 管理職候補者選考試験の実施（再掲） 人人人人がががが育育育育ちちちち活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる組織組織組織組織をををを    構築構築構築構築しますしますしますします 

○ 職務経験を通した実践能力の向上を図るため、OJTの充実や、メンター（新規採用職員の職場指導者）制度を実施 ○ 多様な人材が活躍できる環境を整えるため、非常勤職員等を対象とした研修を実施 ○ 育児休業から復帰する職員が活躍できる環境を整えるため、育児休業復帰者研修やキャリア相談を実施 ○ グループ等の業務マネジメントをサポートし、チーム力の発揮を支援するため、業務管理ツールを配布し、チームワークやコミュニケーションの強化、積極的な業務改善を図れる組織づくりを推進    

人事制度改革人事制度改革人事制度改革人事制度改革    ５５５５    県職員としての強い使命感を持ち、自らの意思で専門性を高め、職務に活かしていくプロフェッショナル職員を育成するとともに、職員の意欲や能力を最大限引き出していく組織を構築し、県民に対する責務を果たしていくため、平成21年度に「新しい人材育成マスタープラン」を策定し、平成22年度から新たな人事制度を展開してきました。 平成24年度に向けては、引き続き人事制度改革の取組みを進めるとともに、継続的に取組みの効果を検証しながら、より効果的な人事制度の実現を目指します。  
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                                    【【【【表表表表８８８８】】】】    施策施策施策施策・・・・事業事業事業事業のののの見直見直見直見直しによるしによるしによるしによる抑制額抑制額抑制額抑制額 内訳内訳内訳内訳    22年度 当初予算 23年度 当初予算 24年度 当初予算 施策事業施策事業施策事業施策事業等等等等のののの見直見直見直見直しししし        △186 △137 △126 維持運営費等維持運営費等維持運営費等維持運営費等のののの削減削減削減削減    △10 △３ △６ 抑制額合計抑制額合計抑制額合計抑制額合計    △△△△196196196196    △△△△140140140140    △△△△132132132132    
    

    

    

    

施策施策施策施策・・・・事業事業事業事業のののの見直見直見直見直しししし    ６６６６    

厳しい財政状況の下で、喫緊の課題や県民ニーズに迅速かつ的確に対応し、より優先順位の高い施策・事業に財源を重点的に配分するため、あらゆる施策や事業について、抜本的に見直しを行い、民間・市町村との役割分担を図りつつ、一層の「選択と集中」を徹底します。 
(単位：億円) 

（平成24年度の施策・事業等の見直しの主な例） ・ (財)神奈川科学技術アカデミー補助金（補助事業内容等の見直し） 約△1.6億円 ・ 県有施設長寿命化対策費（工事箇所等の見直し）         約△2.6億円 ・ 元厚木看護専門学校除却費（事業優先度を考慮して工事を先送り） 約△1.2億円 ・ 在宅重度障害者等手当支給費（支給対象や単価の見直し）     約△18.0億円 ・ 病院機構負担金【償還金分】（病院機構内部留保資金で対応）   約△6.7億円 ・ 西部総合職業技術校初度調弁費（整備方法の変更等の見直し）   約△3.2億円 ・ 県単独土木事業の見直し（優先順位を考慮し、工事箇所を見直し） 約△15.2億円 ・ 交通管制施設設備費（情報収集装置等整備数の減）        約△3.8億円 ・ 警察関係携帯電話関係費（保守委託料の見直し）         約△1.5億円 ・ 警察関係システム再構築事業費（保守委託料等の見直し）     約△1.4億円 等 
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 【【【【表表表表９９９９】】】】    県債県債県債県債のののの新規発行抑制新規発行抑制新規発行抑制新規発行抑制のののの状況状況状況状況（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））                                            21年度 決算 22年度 決算 23年度 最終予算 24年度 当初予算 23～24年度 増減額 21～24年度 増減額 区分 A B C D D-C D-A 県債新規発行額県債新規発行額県債新規発行額県債新規発行額    3,193 3,272 2,934 2,987 53 △205  通常通常通常通常のののの県債県債県債県債    977 477 479 557 77 △419  特例的特例的特例的特例的なななな県債県債県債県債        2,215 2,795 2,454 2,430 △24 214   【【【【表表表表10101010】】】】    年度末年度末年度末年度末現在高現在高現在高現在高のののの推移推移推移推移 21年度 決算 22年度 決算 23年度 最終予算 24年度 当初予算 23～24年度 増減額 21～24年度 増減額 区分 A B C D D-C D-A 年度末年度末年度末年度末現在高現在高現在高現在高    31,258 32,523 33,974 35,355 1,380 4,096  通常通常通常通常のののの県債県債県債県債    20,769 20,008 19,419 18,607 △812 △2,162  特例的特例的特例的特例的なななな県債県債県債県債        10,488 12,515 14,555 16,747 2,192 6,259 
    

        

県債県債県債県債のののの新規発行額新規発行額新規発行額新規発行額のののの抑制抑制抑制抑制    ７７７７    

(単位：億円)  

(単位：億円)  ※億円未満は切捨てです。  

※億円未満は切捨てです。  

県債現在高全体では増加していますが、特例的な県債（＊）を除く通常の県債の現在高については、新規発行額の抑制方針を堅持した結果、平成24年度当初予算時点においても、着実に減少します。  ＊特例的な県債： 地方の財源不足に対応するため、地方交付税の代替措置として発行を認められた 臨時財政対策債など  


