
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)
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

年間計画額
105,613,602 29,433,643 18,705,942 28,900,389 28,293,848 171,522 105,505,345
1,417,897 313,521 324,056 343,022 297,894 34,422 1,312,914
655,150 142,196 51,821 52,364 373,420 1,014 620,815
634,435 136,266 428,393 60,741 11,386 670 637,456

2,015,727 10,533 55,294 41,075 538,529 1,195,616 1,841,048
110,336,811 30,036,160 19,565,505 29,397,591 29,515,078 1,403,245 109,917,578

項目 (再)配当額
事業費 373,363,889 95,195,272 76,150,752 99,215,775 59,822,888 40,371,205 370,755,892

維持管理費 4,977,845 622,395 1,161,343 1,137,817 1,497,429 558,861 4,977,845
計 378,341,734 95,817,667 77,312,095 100,353,592 61,320,317 40,930,066 375,733,737

18,472,099 17,685,353 17,880,454 18,106,026 72,143,932
888,465 157,629 878,587 169,703 2,094,384

11,237,947 30 11,691,635 △ 101 22,929,511
30,598,511 17,843,012 30,450,676 18,275,628 97,167,827
4,463,985 4,456,582 4,467,004 4,427,769 17,815,340
2,169,686 2,168,698 2,168,593 2,148,682 8,655,659
37,232,182 24,468,292 37,086,273 24,852,079 0 123,638,826

133,049,849 101,780,387 137,439,865 86,172,396 40,930,066 499,372,563

△ 103,013,689 △ 82,214,882 △ 108,042,274 △ 56,657,318 △ 39,526,821 △ 389,454,985

Ⅲ　職員配置状況

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日
常勤職員 11,537 11,528 11,501 11,492
再任用職員 859 856 847 843

臨時的任用職員 1,344 1,402 1,430 1,462
非常勤職員 5,664 6,103 6,145 5,994
計（人） 19,404 19,889 19,923 19,791

業務運営進行表

収入済額
国庫支出金

財産収入
その他

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

１　総務室
　　総務室では、教育局所管行政の企画及び調整、教育委員会の開催、人事に関する業務を行っている。

２　行政部
　　行政部では、次の業務を行っている。
　　・規則案等の審査、公益法人、職員考査、行政事務監察、人権教育
　　・防災、教育行政に関する広報広聴・情報公開、情報化推進等
　　・教育予算の総合調整、公立学校施設整備に係る国庫補助、県立学校等の予算経理・財務指導、奨学金等
　　・まなびや計画の推進、教育施設の保全、教育財産の管理等
　　・教職員給与・服務、教職員の人材確保育成、教員免許等
　　・県立学校教職員の人事・定数、市町村立学校教職員の人事・定数、教員採用等
　　・教職員の福利厚生、健康管理、公立学校共済組合に関すること。

使用料及び手数料
諸収入

局名 教育局

３　指導部
　　指導部では、次の業務を行っている。
　　・県立高校等の教育の総合的企画、入学者選抜
　　・県立高校等に係る教育課程・学習指導等
　　・学校体育、学校保健・安全、学校給食に係る教育課程等

４　支援部
　　支援部では、次の業務を行っている。
　　・義務教育に係る教育課程・学習指導、いじめ不登校対策等
　　・学校教育に係る法律相談に関すること。県立学校の児童・生徒指導に関すること。
　　・特別支援教育に係る教育課程、特別支援学校再編整備等

５　生涯学習部
　　生涯学習部では、次の業務を行っている。
　　・生涯学習の振興、社会教育の総合的推進
　　・文化財の保護・活用、世界遺産登録の推進
　　・生涯・競技スポーツの普及振興、スポーツ施設の管理運営
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（＊１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（＊２）所属進行表の額を集計しているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

 



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室
 (1) かながわ教育ビジョンの推進と点検・評価実施状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
１回 － － １回 －

２回以上 － － １回 １回

２　行政部
 (1) 迅速な考査と不祥事の根絶に向けた取組の推進
　　　職員考査業務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

11人以下 0人 2人 11人 　　　　　3人

 (2) 学校防災力の強化

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (3) 高等学校奨学金事業実施状況
　　　貸付額、返還額、督促者数　

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
2,113,080 75,816 868,348 496,591 491,055 0 1,931,810
520,446 51,345 190,159 173,665 181,392 13,281 609,842
－ 798 2,967 829 3,785 0 8,379

 (4) まなびや計画の着実な推進
　　　児童・生徒等の安全確保のため、耐震化工事等を実施する。

年間目標
（計画） 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

14 校 7 校 0 校 7 校 0 校 14 校

4 校 1 校 0 校 4 校 0 校 5 校

85 施設 20 施設 52 施設 13 施設 0 施設 85 施設

 (5) 公立学校の教職員のメンタルヘルス対策にかかる研修の充実
　　　教職員のメンタル不調防止・早期対策のため、教職員向けのメンタルヘルス講習会の充実を図る。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
528 66 506 0 0

 (6) 優秀な教員の確保に向けた取組の推進 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

・県立高校の生徒用備蓄食料の拡充
・県立学校と地域が連携した防災訓練の実施

県立学校に対応を要請した。

引き続き県立学校に対応を要請した。

年度内目標達成にむけ、引き続き県立学校へ対応を要請し
た。

老朽化対策工事

非構造部材の落下防止
（詳細調査）

項目 実績・進捗状況

項目 目標数
実績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計
年間受講者数 572

優秀な教員の確保に向けた取組の推進

一般志願者向けの説明会や大学における説明会を実施し、受
験者の拡大を図った。

教員採用候補者選考試験においては、多様な人材を確保でき
るよう選考方法を工夫するとともに、第１次試験会場を県外
に設けるなど優秀な教員の確保に向け取り組んだ。

第２次試験合格発表を実施し、名簿搭載者を確定した。

新規採用職員の人事配置等の調整を行った。また、次年度の
教員採用試験に向けての準備に取り組んでいる。

項　目
実績件数（着工数及び完工数）

項目
年間目標
（計画額）

実績額・実績人数　　　　　　　　　　　　（単位：千円、件）　

貸付額

耐震化工事

返還額
督促件数

　    教育ビジョンの理念の実現に向け、協働・連携による人づくりの推進を図るため、「かながわ人づくりコラボ2013」等
    を開催し、県民等の教育論議を行います。

項目
年間目標
（計画）

開催回数　　　　　　　　　　(単位：回)
累計

人づくりコラボ開催回数 １回
かながわ教育フォーラム開催回数 ２回

項目 年間目標
実績　

累計

懲戒処分者数の人数
（平成25年２月～４月
に行われた体罰調査に
よる処分実施後の人
数）

16人

年度内目標達成にむけ、引き続き県立学校へ対応を要請し
た。



３　指導部
 (1) シチズンシップ教育の推進 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (2) いのちの授業の推進 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (3) 英語・国際教育の充実について 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (4) 健康・体力つくりの推進 
　ア　児童・生徒の健康・体力つくりの推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　イ　健康・体力つくりの基礎となる「食」についての取組

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
1,819人 190人 673人 204人 223人 1,290人
1,526人 391人 625人 241人 269人 1,526人

いのちの授業の推進

いのちの授業の事例を提出する方法について各校に周知し
た。

項目

年間目標
（計画）

実績

項目 実績・進捗状況

いのちの授業の事例を各校から合計731事例を集め、ホーム
ページに掲載した。

いのちの授業の事例を各校から合計1174事例（累計1905事
例）を集めた。今後、ホームページに掲載する。
また、「いのちの授業」大賞の作品を募集した。

いのちの授業の事例を各校から合計3215事例（累計5120事
例）を集めた。今後、ホームページに掲載する。
また、「いのちの授業」大賞の表彰式を開催した。

　　　公立学校の教諭、栄養職員及び調理員を対象として、食に関する指導研修講座など各種研修講座を開催する。

項目

項目 実績・進捗状況

シチズンシップ教育の推進

参議院議員通常選挙にあわせて全県立高校で行う模擬投票に
向け、各校の実施計画を把握するとともに、円滑な実施のた
め教員向けの研修会を開催した。

参議院議員通常選挙にあわせて全県立高校で模擬投票を実施
し、実施率100％を達成した。

模擬投票後の生徒アンケートにおいて、「政治的関心の向
上」については、56.8％の生徒から肯定的な回答が得られ
た。

模擬投票の取組みの成果と課題を共有し、次回取組みの充実
につなげるため、アンケート結果を含めた「模擬投票実施結
果概要」をまとめ、全校に送付した。

実績・進捗状況

英語・国際教育の充実について、県内の拠点校を現地調査
し、英語による授業実践等について指導・助言を行うととも
に、拠点校の取組を冊子にまとめ、各校に配付し成果を普及
した。

参加者数

英語・国際教育の充実について

英語・国際教育の充実について、県内の拠点校を現地調査
し、英語による授業実践等について指導・助言を行った。

英語・国際教育の充実について、県内の拠点校を現地調査
し、英語による授業実践等について指導・助言を行うととも
に、県外の先進校の現地調査を行い、その成果を現地調査に
参加した拠点校の授業改善に活用した。

英語・国際教育の充実について、県内の拠点校を現地調査
し、英語による授業実践等について指導・助言を行うととも
に、拠点校の取組成果を教育課程説明会を通じて発信した。

（前年度実績）

項目 実績・進捗状況

健康・体力つくりの推進

平成24年度神奈川県児童生徒体力・運動能力調査報告書を全
公立学校等へ配付し、体力つくりの重要性を周知した。

平成25年度神奈川県児童生徒体力・運動能力調査を実施し、
集計を開始した。
公立小学校向けに「子ども健康・体力つくり通信」の発行を
開始した。

平成25年度神奈川県児童生徒体力・運動能力調査の集計、分
析を実施している。
公立小学校向けに「子ども健康・体力つくり通信」の発行を
行った。
新体力テストの実施方法DVDの作成を開始した。

平成25年度神奈川県児童生徒体力・運動能力調査の集計分析
を行い、報告書の作成を開始した。
公立小学校向けに「子ども健康・体力つくり通信」の発行を
行い、教員、児童、保護者へ情報提供することができた。
新体力テストの実施方法DVDを作成し、政令市を除く県内全
ての小学校へ配付し（政令市には参考配付）、平成26年度実
施の新体力テストに活用してもらうよう依頼した。



４　支援部
 (1) 県立学校からの生徒指導に関する相談実施状況
　　　県立学校における生徒指導の改善、充実を図るため、県立学校からの相談に対応する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
‐ 210 171 222 107
‐ 210 197 170 131

 (2) いじめ等問題行動への総合的な取組の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (3) 特別支援学校における就労支援の促進
　ア　タブレット型パソコン等の情報機器の導入状況
　　　就職率向上のため、企業のニーズに対応したタブレット型パソコン等の情報機器を導入する。

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
21 0 21 0 0 21

　イ　企業における体験実習の実施状況
　　　生徒の自立と社会参加を促進するため、企業において職業能力を評価する体験実習を実施する。

4月～7月 8月～12月 1月～3月 累計
200 56 87 58 201

　ウ　企業の保護者見学会の実施状況
　　　就職に対する理解を深めるため、障害者雇用に先進的に取り組む企業の保護者見学会を実施する。

4月～7月 8月～12月 1月～3月 累計
600 0 136 442 578

５　生涯学習部
 (1) 施設利用状況 
　　　県立博物館等の入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
54,000 9,178 5,159 15,380 5,335
126,000 25,880 30,048 17,506 16,077
145,000 39,919 28,055 32,717 27,204
275,000 56,330 84,195 56,316 43,399
600,000 131,307 147,457 121,919 92,015

 (2)放課後子ども教室推進事業実施状況
　　放課後子ども教室推進事業費補助金の交付
　　　放課後子ども教室推進事業を実施する市町村に対し、補助金を交付する。

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
22市町村 0 0 0 0 22

48,303千円
（予算額）

0 0 0 0 42,195

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
50,000 17,816 7,181 5,228 4,849 35,074

9,182 9,774 9,339 9,971 38,266

年間目標
（計画）

　実績件数　　　　　　　　　(単位：件)

 (3) 「鎌倉」の魅力発信事業

項目
年間目標
（計画）

市町村数

交付決定額

項目 実績・進捗状況

いじめ等問題行動への総合的な取組の推進

年間目標
（計画）

89,511

（第３四半期交付決定通知送付。
  第４四半期交付決定変更。出納整理期間に市町村へ入金）

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　(単位：校)

「いじめ」アンケートの項目･方法について見直し、実態を
より適切に把握できるアンケートの検討を行った。

上記の「いじめ」アンケートを各市町村教育委員会へ送付し
た。

第１回いじめ防止対策推進法に関する県･市町村教育委員会
検討会を開催した。
「神奈川県いじめ防止基本方針（仮称）」の素案を取りまと
め、広く意見募集を実施した。

神奈川県いじめ問題対策連絡協議会を開催し「神奈川県いじ
め防止基本方針（仮称）」等について協議をし、最終の取り
まとめを行った。

近代美術館入館者数

合計 492,698

アクセス件数
前年度実績

　　　神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会ホームページへのアクセス件数
　　　「鎌倉」の更なる魅力発信を行うために、HPを活用して情報を提供する。

項目

歴史博物館入館者数 127,895
生命の星・地球博物館入館者数 240,240

項目
年間目標

（計画人数）
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計
相談回数 710

708（前年度実績）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

実績　　　　　　（単位：人）

見学者数

導入学校数

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　（単位：人）

実施生徒数

項目

項目
年間目標

（計画人数）
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計
金沢文庫入館者数 35,052



開催期間 入館者数 開催期間 入館者数
― ― ―
― ― ―
― ― ―

1/11～2/23 6,400名 1/11～2/23 8,092名

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
6回 1回 2回 2回 1回 6回

1,050名 146名 381名 145名 137名 809名

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 (4)埋蔵文化財の普及活動の充実
　ア　「かながわの遺跡展」の実施状況
　　　郷土神奈川の 歴史に関心を持ち、考古学、埋蔵文化財についての理解を深めることを目的に、県内の発掘調査によって
    出土した資料をテーマに沿って展示する。

時期
計画 実績

遺跡展の内容

第１・四半期

「地中に埋もれた江戸時代の道具たち」を
テーマに、出土品から見た江戸時代の人々の
暮らしぶりを紹介

　イ　考古学講座の実施
　　　県民を対象として、埋蔵文化財及び考古学に対する理解を深めることを目的として、講座を開催する。

項目
年間目標
（計画）

　実績回数（日付）　　　　　　　

開催回数

開催期間
（及び参加者数内訳）

5/18・7/15・
9/28・10/26・
12/1・3/15

5/18
7/15（205名）
9/28（176名）

10/26(56名)
12/1(89名)

3/15

・10月に実施する「県民スポーツ週間」の実施
・3033運動の普及・啓発によるスポーツの習慣化

・「県民スポーツ週間」実施告知ポスターの作成及び実施イ
ベントの策定を行った。
・3033運動をはじめとする生涯スポーツの普及・啓発を推進
するための「3033生涯スポーツ推進会議」を実施するととも
に、レクリエーション指導者派遣事業を実施した。

・「県民スポーツ週間」実施イベントの広報、参加者募集及
び関連イベントに関する調整を行った。
・3033運動をはじめとする生涯スポーツの普及・啓発を推進
するため各種イベントにおいて3033運動啓発活動を行うとと
もに、レクリエーション指導者派遣事業を実施した。

・「県民スポーツ週間」中央イベント及び関連イベントを実
施した。
・3033運動をはじめとする生涯スポーツの普及・啓発を推進
するため各種イベントにおいて3033運動啓発活動を行うとと
もに、レクリエーション指導者派遣事業を実施した。

・「県民スポーツ週間」の実績取りまとめ及び翌年度実施に
向けた県内市町村等との調整を行った。
・3033運動をはじめとする生涯スポーツの普及・啓発を推進
するための「3033生涯スポーツ推進会議」を実施するととも
に、県内イベントへの出展を行い、3033グッズ配布及び体験
コーナーを設けることで、イベント参加者延べ35,930人に対
し「3033運動」の普及活動を実施した。

項目 実績・進捗状況
 (5) スポーツの普及・啓発事業

参加者数（合計）

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

０４５－２１０－８１１３

局長評価

　教育局の取組方針を策定し、年間目標の達成に向けて着実に業務を推進した。今後ともよ
り効果的な業務運営に努める。

　「いのちの授業の推進」や「シチズンシップ教育の推進」など業務実施状況に掲げた事項
等に計画的に取り組み、目標達成に向けて着実に業務を推進した。また、今期は全国に先駆
けて「体罰防止ガイドライン」を作成するなど、神奈川からすべての体罰を根絶するための
取組みも推進することができた。今後とも、適正かつ効果的な業務運営に努めていく。

　「いのちの授業の推進」として、学校の授業等を通して感じた「いのちの大切さ」や「他
人への思いやり」等の感動作文を募集するとともに、「いじめ等問題行動への総合的な取組
の推進」として、「神奈川県いじめ防止基本方針（仮称）」の素案を取りまとめ、広く意見
募集を実施するなど、業務実施状況に掲げた事項について、上半期に引き続き着実に推進し
た。今後、第４・四半期も効果的な業務推進を図ることで、年間目標の達成に向けて努めて
いく。

　「かながわ教育ビジョンの推進と点検・評価の実施」として、社会状況の変化に柔軟に対
応するための改定を行うこととして「かながわ教育フォーラム」を開催し、県民の皆様との
教育に関する議論を行うとともに、「いのちの授業の推進」として、「いのちの授業」を受
けて感動したことが書かれた作文を県内の児童・生徒から募集し、応募作品の中から優秀作
品を「いのちの授業大賞」として表彰式を行うなど、業務実施状況に掲げた事項について、
第３四半期に引き続き着実に推進し、効果的な業務推進を図ることができた。概ね、年間目
標を達成することができた。

　平成25年度教育局の取組方針を策定し、「かながわグランドデザイン」の中間年に当た
り、人づくりをはじめとする各プロジェクトの推進について、スピード感とクロスファンク
ションの視点を持って取り組むことや、かながわ教育ビジョンに掲げた理念の実現に向け、
かながわ人づくりに関する様々な方々との共感・共有に基づく協働・連携を一層拡大し、教
育施策を進めることなどの基本方針に基づき、一年間、目標達成に向けて取り組むことで、
次の３項目をはじめ、概ね年間目標を達成することができた。

◆「かながわ教育ビジョンの推進と点検・評価の実施」では、「かながわ教育フォーラム」
などを開催し、県民の皆様との教育に関する議論を行うことができた。
◆「いのちの授業の推進」では、５千件を超えるいのちの授業実践事例を収集するととも
に、「いのちの授業」を受けて感動したことが書かれた作文を募集し、応募作品の中から優
秀作品を「いのちの授業大賞」として表彰式を行うことができた。
◆「いじめ等問題行動への総合的な取組の推進」では、「神奈川県いじめ防止基本方針（仮
称）」について、広く意見募集を行い、また、神奈川県いじめ問題対策連絡協議会を開催し
協議を行い、最終取りまとめを行うことができた。

　平成25年度の業務運営状況を踏まえ、平成26年度においても、かながわの人づくりに関わ
る様々な方々との共感・共有に基づく協働・連携を一層拡大し、教育施策を進める。

連絡先（電話番号）


