
第1号様式
所属進行表

局名 部名

政策局 情報企画部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　業務実績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

89 56 56 21

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

34,887 10,426 6,476 14,488

266,355 252,656 251,226 269,644

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

300 18 42 26 238

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

100 116 99 68 82

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　情報企画課では、情報化に係る総合的企画及び調整、情報通信技術に係る調査及び研究、地域の情報化の推進、情報化に係る職
員の研修、県市町村電子自治体共同運営及び「電子化全開宣言」の推進などを行っている。

所　属
室・課（出先は所属）名

項目

（注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。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

年間目標
（計画） 累計

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

　申請・届出、公共施設利用予約等の手続をインターネットなどで行える「神奈川電子自治体共同運営サービス」の提供を行
う。

　行政情報化を推進するために必要となる一般職員のＩＣＴ利活用能力向上及び情報化専門人材の育成を目的に、各種研修を実施
する。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

受講者数（延べ数） 222

公共施設利用予約システム

利用登録手続き数 324

　業務プロセスの見直しや更なるグループウェアの活用等により、ペーパーレス化に取り組む。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

課内電子決裁手続き数 365

　現行電子申請・届出サービスの拡充のため、手続き登録が簡単にでき、比較的利用対象範囲の広い「講座・イベント」の手続き
数増加に取り組む。

項目

電子申請・届出システム 66,277

1,039,881

年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

情報企画課

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

65,930 13,619 14,885 16,212 15,898 60,614

0

0

65,930 0 13,619 14,885 16,212 15,898 60,614

項目 (再)配当額

事業費 255,858 22,220 81,936 45,537 57,740 34,423 241,856

維持管理費 0

計 255,858 22,220 81,936 45,537 57,740 34,423 241,856

25,665 25,764 25,487 24,926 101,843

2,054 62 2,083 110 4,308

15,042 15,742 30,784

42,761 25,826 43,312 25,036 136,935

7,050 7,080 7,080 7,080 28,289

3,544 3,544 3,544 3,544 14,176

53,354 36,450 53,936 35,660 0 179,400

75,574 118,385 99,473 93,400 34,423 421,255

△ 75,574 △ 104,766 △ 84,588 △ 77,188 △ 18,525 △ 360,641

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

諸収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 19 19 19 19

再任用職員

臨時的任用職員 1 1 1 1

非常勤職員 1 1 1

計（人） 20 21 21 21

配置職員数



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

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

２　業務実績

【電子化全開宣言の具体化】
　電子化全開宣言の実現に向けて、ＩＣＴ推進本部会
議・ＩＣＴ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
・課題別各部会　　　　　　２回

実績・進捗状況

045-210-3306

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

所属長評価

項目

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

計画的に事務を執行することができた。

計画的に事務を執行することができた。

数値目標を掲げた電子申請・届出サービス手続き数や課内の電子決裁については目標を
達成できたほか、「神奈川電子自治体共同運営サービス」の次期システムに係る受注者
決定や、マイナンバー法施行によるシステム影響調査委託の仕様確定など、後年度に影
響のある事務についても適切かつ計画的に実施することができた。

計画的に事務を執行することができた。特に課内電子決裁手続きについては、周知を徹
底したため、早期の目標達成をすることができた。

連絡先（電話番号）

計画的な事務の執行に加えて、現行電子申請・届出サービスの「講座・イベント」利用
登録手続き数については、目標達成に向けて件数を伸ばすことができた。

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

項目 実績・進捗状況

【マイナンバー法への適切な対応】
　マイナンバー法が成立したため、個人情報保護の視
点も踏まえたうえで、新制度に対応したシステムの改
修へ向けた準備などを関係所属と協力して実施する。

全国知事会等を通じて、国への要望を行うとともに、情報
収集を行った。

制度対応のため庁内調整会議を設置するとともに、来年度
に実施する「システム調査委託」のための予算要求事務を
行った。

庁内調整会議において、今後の作業及びスケジュールにつ
いて確認・検討を行い、国の省令等やシステム仕様等の未
決事項をフォローしながら、再度すり合わせを行うことと
した。

平成26年度実施するシステム影響調査委託の仕様を確定し
た。

項目 実績・進捗状況

【「神奈川電子自治体共同運営サービス」の次期シス
　テム更新準備作業】
　平成27年度からの第３期システムの調達に当たって
は、最新のICTを活用し、安価な経費で大きな効果を上
げられるよう、構成市町村と仕様の調整を行う。

開催実績
・次期システム研究会　　　　　　　　　　　　１回
・電子申請事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・施設予約事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・次期システム仕様検討ワーキンググループ　　１回
（公共施設予約システム）

開催実績
・次期システム研究会　　　　　　　　　　　　２回
・電子申請事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・施設予約事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・次期システム仕様検討ワーキンググループ　　４回
（電子申請システム・公共施設予約システム・県市町村負
担金等）

開催実績
・次期システム研究会　　　　　　　　　　　　２回
・調達会議 　　　　　 　　　　　　　　　　　２回
・電子申請事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・施設予約事業部会　　　　　　　　　　　　　１回

開催実績
・調達会議 　　　　　 　　　　　　　　　　　２回
・電子申請事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・施設予約事業部会　　　　　　　　　　　　　１回
・選定委員会　　　　　　　　　　　　　　　　４回


