
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

１　知事室

２　総務室

３　政策部

４　自治振興部

５　情報企画部

６　基地対策部

Ⅱ　収支の状況

　（主な収入・支出の状況）

(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

3,865,197 183,664 2,478,248 10,603,600 -9,471,448 18,796 3,812,861

13,830 11,280 2,852 777 864 379 16,152

178,029 30,460 40,884 59,784 25,469 15,930 172,528

7,630,099 230,926 71 7,824,061 8,055,058

19,025 3,121 423 802 15,023 4 19,373

11,706,180 459,451 2,522,479 10,664,964 -1,606,031 35,109 12,075,972

項目 (再)配当額

事業費 18,347,193 1,056,874 5,016,766 2,688,361 6,293,199 1,852,914 16,908,115

維持管理費 586,263 25,927 251,458 38,691 234,587 21,120 571,783

計 18,933,456 1,082,802 5,268,223 2,727,053 6,527,786 1,874,034 17,479,899

571,634 550,095 552,139 565,898 2,239,766

40,252 2,671 37,638 3,128 83,690

320,866 19 337,108 -29 657,961

932,747 552,785 926,887 568,999 2,981,416

142,690 142,780 143,242 141,121 569,832

70,002 69,962 70,485 69,411 279,857

1,145,436 765,524 1,140,617 779,528 0 3,831,104

2,228,240 6,033,745 3,867,669 7,307,317 1,874,034 21,311,004

△ 1,768,789 △ 3,511,266 6,797,295 △ 8,913,348 △ 1,838,925 △ 9,235,032

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 377 377 379 381

再任用職員 13 13 13 13

臨時的任用職員 6 7 6 9

非常勤職員 55 59 52 53

計（人） 451 456 450 456

　収入では、「市町村自治振興事業収入」の市町村振興資金貸付金返納金 78億2,403万円や「国庫支出金」の選挙費委託金24億
2,359万円などとなっている。なお、第３・四半期に収入した「国庫支出金」のうち103億6,794万円は、国からの交付金である
が、第４・四半期に、そのうち100億1,070万円を事業所管部局の収入として振り分けたため、減となったものである。

　支出では、「事業費」の市町村振興資金貸付金 24億9,800万円や参議院議員通常選挙費24億1,863万円などとなっている。

　　　　　　　 差額(A)-(B)　　 (＊１)

（＊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。
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業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

局名 政策局

　　知事室では、知事・副知事の秘書業務、皇室関係及び表彰等に関する事務、知事の特命事項に関する事務等を行っている。

諸収入

市町村自治振興事業収入

その他

収入計(A)
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出
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経
費
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　　総務室では、政策局及び地域県政総合センターの人事管理に関する事務、政策局内の庶務、企画調整及び経理に関する事務等を
　行っている。

　　政策部では、県行政の総合的企画や総合計画の策定、科学技術政策の総合的企画や大学との連携推進、土地及び水資源の総合的
　企画及び調整、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の推進、条例案等の審査や県公報の編集及び発行等を行ってい
　る。

　　自治振興部では、市町村行政に係る協議、助言及び連絡調整、広域連携の総合的企画及び調整、地域政策の総合的企画及び調整
　等を行っている。

　　情報企画部では、情報化に係る総合的企画及び調整、地域の情報化の推進、情報システムの全体最適化、情報セキュリティポリ
　シー、情報システムの開発、神奈川県情報公開条例及び神奈川県個人情報保護条例に基づく事務等を行っている。

　　基地対策部では、基地対策の企画及び調整、基地の整理、縮小及び返還の促進、駐留軍に関する連絡及び調査、基地周辺の生活
　環境に関する事務等を行っている。

収
入
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Ⅳ　業務実施状況

１　知事室

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　総務室

　(1) クロスファンクションの視点による施策の調整・推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　政策部

　(1) クロスファンクション・ラウンドテーブルの設置

　　　部局横断的な政策課題に対してクロスファンクション・ラウンドテーブルを速やかに立ち上げる。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

15 5 14 1 1

　(2) 政策形成支援 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　(3) 県庁活性化に係る職員提案・アイデア募集

　　　職員が提案しやすい環境を整備するとともに、優れたアイデアを政策に結び付ける仕組みを整える。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

100 61 5 35 1

10 0 14 0 8

1,000 75 120 82 80

ブラッシュアップ支援件数 22

政策局長アイデア投函箱件数 357

項目
年間目標
（計画）

実績 (単位：件)

累計

職員提案制度応募件数 102

項目 実績・進捗状況

　予算編成の期間を通じて、主要な政策を予算に連動させ
る仕組みを構築する。

・政策レビュー実施方針を定め、対象項目を決定した。

・政策を予算につなげる新たなレビューを実施した。

・政策を予算につなげる新たなレビューを必要に応じて随
時実施した。

・新たなレビューを必要に応じて実施した。

クロスファンクション・ラ
ウンドテーブル設置件数

21

項目 実績・進捗状況

　局内各所属が抱える課題について、部局横断的な視点で
調整を図り、連携した取組が図れるよう調整を行うととも
に、予算化に向けた支援を行います。

・政策レビューに向けて、「新たな観光の核づくり」や
「水のさと かながわ」などのテーマについて調整を図っ
た。

・平成26年度の事業実施に向け、政策レビューを実施し
た。

・政策レビューの結果を踏まえ、予算化に向けた調整を
図った。

・国際戦略総合特区、新たな観光の核づくり、水のさとか
ながわ（シープロジェクト）、県西地域活性化など、平成
26年度の新たな政策展開を予算化につなげた。

項目 実績・進捗状況

表彰・栄典関係事務
（県民功労者表彰、叙位、叙勲、褒章等に関する事務）

・各種表彰及び栄典に関する事務を適切に行うことができ
た。【県民功労者表彰式の実施（受賞者数：39名３団
体）、春の叙勲勲章伝達式の実施　ほか　叙位、叙勲、褒
章等に関する事務】

項目
年間目標
（計画）

実績 (単位：件)

累計

・各種表彰及び栄典に関する事務を適切に行うことができ
た。【県民功労者表彰関係事務、知事賞に関する事務、叙
位、叙勲、褒章等に関する事務】

・各種表彰及び栄典に関する事務を適切に行うことができ
た。【秋の叙勲勲章伝達式の実施、県民功労者表彰関係事
務、知事賞に関する事務、叙位、叙勲、褒章等に関する事
務】

・各種表彰及び栄典に関する事務を適切に行うことができ
た。【県民功労者表彰関係事務、知事賞に関する事務、叙
位、叙勲、褒章等に関する事務】

項目 実績・進捗状況

知事・副知事の秘書業務

・知事・副知事を支える円滑な秘書業務を行うことができ
た。【県庁における応接業務、県内各所における知事・副
知事の随行業務、九都県市首脳会議等県外における随行業
務等】

・知事・副知事を支える円滑な秘書業務を行うことができ
た。
【県庁における応接業務、県内各所における知事・副知事
の随行業務、全国知事会議等県外における随行業務等】

・知事・副知事を支える円滑な秘書業務を行うことができ
た。
【県庁における応接業務、県内各所における知事・副知事
の随行業務、山梨・静岡・神奈川三県サミット等県外にお
ける随行業務等】

・知事・副知事を支える円滑な秘書業務を行うことができ
た。
【県庁における応接業務、県内各所における知事・副知事
の随行業務、関西広域連合との協定調印式等県外における
随行業務等】



　(4) 政策形成に寄与する政策研究の展開

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　(5) 政策法務の助言

　　　新たな政策づくりに対して、法律や条例の切り口で積極的に支援する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

10 6 1 4 0

　(6) 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の推進に向けた取組み

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

４　自治振興部

　(1) 新たな観光の核づくり

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

・京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区の推
進に向けた取組み

・3団体(神奈川県、横浜市、川崎市)による部長会議等を
定期的に開催し、特区事業の進行管理等を実施。
・ライフサイエンス産業の先進国である米国を知事が訪問
し、関係機関との意見交換などを実施。
・ライフイノベーション国際協働センター（GCC)との協働
の取組みを実施。

・補正予算案において、再生細胞医療分野を中心に取り組
む、ライフイノベーションセンターの整備に向けた用地取
得費などの計上。
・３団体（神奈川県、横浜市、川崎市）共同で国家戦略特
区に対する提案書を提出。

・特区の新たな拠点として、かながわサイエンスパークを
始め、13拠点を追加。
・ライフイノベーションセンター（仮称）の整備・運営事
業の実施方針を公表。
・ＧＣＣがシンガポール政府機関とライフサイエンス分野
での相互協力に関するＭＯＵ（覚書）を締結。

・国が神奈川県の全部又は一部を国家戦略特別区域とする
区域案を発表。
・ライフイノベーションセンター（仮称）に係る用地を取
得し、優先交渉権者と基本協定を締結した。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

助言件数 11

政策研究・大学連携センターにおいて、喫緊の課題に即応し
て、役立つ政策研究を実施する。

・庁内からの提案を基に決定した２テーマの他、部局での
政策形成への参画など、６件のテーマについて研究に着手
した。

・喫緊の課題に即応した調査研究を２テーマ実施。「健康
で安心して住み続けられる団地再生」「台湾と神奈川県と
の交流についての調査」。

・「政策研究・大学連携ジャーナル第５号」を発行。メイ
ン特集は「これからの人づくり」について。

・「政策研究・大学連携ジャーナル第６号」を発行。今年
度の調査研究の成果を発表。
・政策研究フォーラムを開催。（第一部　政策研究発表会
「コミュニティとの協働について」、第二部　政策課題
ディスカッション「神奈川経済の今とこれから～経済のエ
ンジンを探る」、ポスターセッションにて今年度の調査研
究について発表）

項目 実績・進捗状況

新たな観光の核づくり

・第３回募集締切（～6/10）〔応募１件〕
・城ヶ島・三崎地域　基本計画の策定
・大山地域　推進組織の立ち上げ、基本計画の策定
・大磯地域　推進組織の立ち上げ
・県のたより等のＰＲ支援の実施
・クロスファンクション・ラウンドテーブルの開催

・クロスファンクション･ラウンドテーブルの開催
・基本スタンスの取りまとめ
・大山地域　キックオフイベントの開催
・かながわアップデイツ等でのＰＲ支援の実施

・本庁舎一般公開でのＰＲイベントの実施
・大磯地域　キックオフイベントの開催
・大山地域　キックオフイベント第二弾の開催

・城ケ島・三崎地域版ラウンドテーブルの開催
・大山地域　キックオフイベント第二弾の開催
・新たな観光の核づくり「出張マルシェ＠県庁」の開催

項目 実績・進捗状況



　(2) 水のさと　かながわ

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

５　情報企画部

　(1) 電子化全開宣言の具体化

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

６　基地対策部

　(1) 基地対策の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

・基地の整理・縮小・返還の促進について、渉外関係主要
都道県知事連絡協議会（渉外知事会）及び神奈川県基地関
係県市連絡協議会（県市協）の要望書の作成に向けて、協
議会構成メンバーと調整し、とりまとめ作業を進めた。
・６月６日、「池子住宅地区及び海軍補助施設の一部土地
の在り方等に関する逗子市、在日米海軍及び南関東防衛局
による三者協議会」に副知事がオブザーバー参加し、逗子
市が整備予定の公園について、平成26年度の開園に向け協
力を求めた。

・渉外知事会及び県市協により基地対策等に関する要望書
を作成し、基地の整理・縮小・返還の促進について重点要
望として、国に対し要請した。

・12月24日、「キャンプ座間に関する協議会第15回幹事
会」が開催され、座間市と南関東防衛局との間で行われた
キャンプ座間の一部返還予定地の整備に関する話し合いに
基地対策部長がオブザーバー参加した。

・２月19日、「キャンプ座間に関する協議会代表幹事会」
に基地対策部長が副知事の代理としてオブザーバー参加し
た。
・３月10日、「池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域
連絡協議会(四者協)に副知事が出席した。
・３月25日、横浜市内の基地の返還等について、南関東防
衛局から説明があり、県として、地元の声を尊重し、理解
と協力を得るよう国に配慮を求めた。

項目 実績・進捗状況

電子化全開宣言の実現に向けて、ＩＣＴ推進本部会議・Ｉ
ＣＴ推進調整会議・課題別の各部会を開催し、検討を進め
る。

開催実績
・ＩＣＴ推進本部会議　　　２回
・ＩＣＴ推進調整会議　　　２回
・課題別各部会　　　　　　３回

開催実績
・課題別各部会　　　　　　２回

開催実績
・ＩＣＴ推進本部会議　　　１回
・ＩＣＴ推進調整会議　　　２回
・課題別各部会　　　　　　５回

開催実績
・ＩＣＴ推進本部会議　　　１回
・ＩＣＴ推進調整会議　　　３回
・課題別各部会　　　　　　２回

項目 実績・進捗状況

【基地の整理・縮小・返還の促進】
基地の整理・縮小・返還を促進していく。

実績・進捗状況

水のさと　かながわ
（水のさとかながわ発信事業）

・「水のさと　かながわ」フォトラリーの企画
・クロスファンクション・ラウンドテーブルでの議論を踏
まえた新たなパンフレットの企画

・「水のさと　かながわ」フォトラリーの開催
・クロスファンクション・ラウンドテーブルでの議論を踏
まえた新たなパンフレットの作成（完成予定は第３・四半
期）

・「水のさと　かながわ」フォトラリーの完了
・新たなパンフレットによる「水のさと　かながわ」の発
信

・各種イベントにおける新たなパンフレットによる「水の
　さと　かながわ」の発信

項目



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

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

連絡先（電話番号） 045-210-3029

局長評価

「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向けて、よりスピード感を持って、県庁全体
が最大限の力を発揮できるよう、政策局として積極的に施策形成を支援するなど、良好
に業務運営を行っている。

引き続き、県庁全体が最大限の力を発揮できるよう、政策局として積極的に施策形成を
支援するなど、良好に業務運営を行っている。

引き続き、県庁全体が最大限の力を発揮できるよう、政策局として積極的に施策形成を
支援するなど、良好に業務運営を行っている。

引き続き、県庁全体が最大限の力を発揮できるよう、政策局として積極的に施策形成を
支援するなど、良好に業務運営を行っている。また、ライフイノベーションセンター
（仮称）に係る用地を取得するとともに、優先交渉権者と基本協定を締結するなど、着
実な事業の推進を図った。

「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向けて、よりスピード感を持って、県庁全体
が最大限の力を発揮できるよう、部局横断的な課題に対するクロスファンクション・ラ
ウンドテーブルの設置（15件）や、国の施策・制度・予算に関する提案（24項目）を行
い、政策局として積極的に施策形成を支援するなど、良好に業務運営を行った。また、
京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略特区については、ライフイノベーションセン
ター（仮称）の整備に向けた取組など、着実な事業推進を図ることができた。

【基地周辺住民の安全・福祉の確立と生活環境の確保】
基地周辺住民の安全・福祉を確立し、生活環境を確保して
いく。
・国等と共同して原子力艦船に係わるモニタリング調査を
実施
・基地交付金など国の財政措置の充実を要請
・空母艦載機移駐の早期実現を要請
・「厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等に関する協議
会」の設置、開催等

・「厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等に関する協議
会」（移駐等協議会）が設置され、第１回協議会が開催さ
れた。
・空母艦載機の着陸訓練に係る通告を受け、厚木飛行場に
おいて訓練を実施しないこと等を防衛大臣に対し要請し
た。
・原子力艦の寄港に伴い、県として国が主体となって実施
している原子力艦に係わるモニタリング調査に参加した。

・原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ48日間参加し
た。
・渉外知事会及び県市協により基地対策等に関する要望書
を作成し、基地交付金など国の財政措置の充実について重
点要望として、国に対し要請した。

・原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ28日間参加し
た。
・第２回移駐等協議会が開催され、国から移駐の進捗状況
等に関する説明を受けた。
・「第26回厚木基地騒音対策協議会」が開催され、早期か
つ着実に空母艦載機の移駐等を実施すること等を内容とす
る要請活動を米側及び国に対して行った。
・基地周辺の日米の良好な関係を形成するため、県央地区
渉外連絡委員会及び横須賀基地防犯連絡会議を開催した。
・12月16日、ヘリコプターの不時着に対し、県市協とし
て、事故の早急な原因究明や徹底した安全管理と再発防止
に努めるよう、米側及び国に緊急要請を行った。

・原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ90日間参加し
た。
・１月９日の米海軍機からの部品落下事故に対し、県市協
として、事故の早急な原因究明や徹底した安全管理と再発
防止に努めるよう、米側及び国に緊急要請を行った。
・原子力空母ジョージ・ワシントンの交替について、外務
省から１月15日に通報が、23日に説明があり、県として、
県民がより安心できるよう、情報提供、安全航行確認体制
や防災対策の確実な実施などを求めた。
・第３回移駐等協議会が開催され、国から施設整備の状況
や防音工事の予算等に関する説明を受けた。

【基地との連携の推進】
基地負担の軽減にもつながる基地との連携を推進し、米軍
との相互理解と協力関係を強化していく。

・６月24日、知事が在日米海軍横須賀基地を訪問し、ソー
ラーパネルの視察を実施した。

・9月21日、「ビッグレスキューかながわ」において、在
日米陸海空軍の医療部隊及び航空部隊が参加し、米軍との
協力関係を強化した。

・11月20日、県と在日米陸海軍の相互理解を深めるため、
米陸海軍環境部門等関係者による県内環境関連施設等の視
察を行った。

・１月21日、知事と在日米陸軍司令官、在日米海軍司令官
による第２回意見交換会を開催し、医療分野の交流や県内
観光などについて意見交換を行った。


