
第1号様式
所属進行表

局名 部名

政策局 自治振興部

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

業務実績（数字で表せないもの） 

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

項目 実績・進捗状況

【道州制及び新たな特区制度の検討】
　道州制導入に関する国の動向の把握に努め、本県に
おける考え方を整理し、めざす道州制のあり方につい
て検討を行い、本県のスタンスを確立する。また、国
からの大幅な事務・権限の移譲や規制緩和により、地
方の自主性・自立性を確保するため、道州制への移行
の前段としての新たな特区制度について検討し、国に
対し具体的に提案する。

道州制導入に関する国の動向を把握し、本県における考え
方を整理するとともに、新たな特区制度の創設を国へ提案
した。

道州制のあり方について、引き続き本県における考え方を
整理するとともに、調査・研究を行った。

道州制のあり方について、引き続き本県における考え方を
整理するとともに、調査・研究を行った。

道州制のあり方について、引き続き本県における考え方を
整理するとともに、調査・研究を行った。また、次年度の
国への提案に向けて検討・調整を開始した。

所　属

(注１)常勤職員17人の内、１人は全国知事会への派遣職員です。

(注２)常勤職員17人の外、町からの派遣職員1人が配置されています。

広域連携課

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　広域連携課は、広域連携の総合的企画及び調整に関すること、地域主権の推進に関すること、神奈川県自治基本条例に基づく制
度及び手続の整備及び充実に係る事務の総括に関すること、全国知事会との連絡調整に関することなどを行っている。

（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。

来年度の策定に係るｽｹｼﾞｭｰﾙ等の検討を行った。

項目

各取組の実施状況をとりまとめた。

各取組の実施状況をホームページ上に公開した。

実績・進捗状況

【「地域主権実現のための指針」に基づく取組】
　県民の意思に基づく神奈川らしい政策、神奈川らし
い地域づくりを進めるため、「地域主権実現のための
指針」に基づく取組について、実施状況の進行管理を
行い、その結果を公表する。 次期の各取組の実施状況のとりまとめに向けた準備を行っ

た。

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 21,930 10,829 885 8,427 845 479 21,466

維持管理費 0

計 21,930 10,829 885 8,427 845 479 21,466

23,229 20,077 23,437 22,136 88,880

1,498 39 1,729 26 3,293

11,772 13,176 20 24,968

36,500 20,116 38,343 22,183 117,141

5,774 6,015 6,223 6,135 24,147

2,957 3,080 3,163 3,142 12,342

45,230 29,211 47,730 31,459 0 153,630

56,059 30,096 56,157 32,305 479 175,096

△ 56,059 △ 30,096 △ 56,157 △ 32,305 △ 479 △ 175,096
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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

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 16 17 17

再任用職員

臨時的任用職員

非常勤職員

計（人） 16 16 17 17

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

０４５－２１０－３１４７

・国から地方への事務・権限の移譲について、「見直し方針」を踏まえて、３月に第４
次一括法案が国会に提出されたため、成立後の県としての対応について検討を開始し
た。
・九都県市首脳会議や関東地方知事会における本県提案に向けた庁内各関係課との調整
を着実に進めた。
・遠隔地交流では、両知事(鹿児島県・神奈川県)出席のスタートアップイベントを１月
に開催した。
・１月にスタートした九都県市首脳会議事務局事務について、平成26年の首脳会議(春､
秋)の開催に向けて、各種会議の運営や各都県市との調整などを着実に進めている。

　最重要課題である国から県への権限移譲は、本県からの働きかけもあり、第４次一括
法により一部ではあるが初めて措置されることとなった。加えて、県と指定都市との間
では、県費負担教職員の給与負担等の権限移譲と財源措置や、認定こども園の認定権限
の移譲に合意するなど、地方分権改革を一歩前進させることができた。
　また、九都県市首脳会議や関東地方知事会議における国への提案や、平成26年の九都
県市首脳会議事務局に関する調整、鹿児島県との遠隔地交流など、他自治体との連携に
よる取組みも推進されたことから、今年度の取組みは評価できるものと考える。

・道州制や地方分権等については、国等の動向が変化する中、調査・研究に積極的に取
り組み、本県の基本的な考え方を再確認した。
・九都県市首脳会議(５月)や関東地方知事会議（５月)などでは、本県の主張を反映した
うえで、他の自治体と連携して国への提言等を行った。
・遠隔地交流では、鹿児島県との交流事業を端緒に就けたなど、的確に事務を進めてい
る。

連絡先（電話番号）

・地方分権に係る国の動向（国からの権限移譲の検討等）に的確に対応するとともに、
道州制について積極的に調査・研究を行った。
・秋に開催される四首長懇談会、九都県市首脳会議、関東地方知事会議などに向けて、
本県の主張をとりまとめ、他の自治体と連携して国への提言案作成等を行った。
・遠隔地交流では、鹿児島県との平成25年度、26年度の交流事業をとりまとめるなど、
計画に沿って事務を進めている。
・九都県市首脳会議事務局に向けて、着実に調整等を進めている。

所属長評価

・長年の課題であった県費負担教職員の給与負担等の事務移譲について、指定都市所在
の15道府県（座長：神奈川県）と20指定都市が合意したことを受けて、当該事務移譲が
国の「見直し方針」に盛り込まれた。
・全国知事会議、九都県市首脳会議、関東地方知事会議などが開催され、他の自治体と
連携して国への提言等を行った。
・遠隔地交流では、１月に開催予定の、両知事(鹿児島県・神奈川県）出席のスタート
アップイベントに向け鹿児島県及び庁内各関係課と調整行い、着実に準備を進めてい
る。
・九都県市首脳会議事務局に向けて、平成26年の首脳会議開催（春、秋）までの事務レ
ベルの会議日程等、開催までの計画を作成するなど、着実に調整を進めている。

項目 実績・進捗状況

【「義務付け・枠付けの見直し」への対応】
　国と地方との役割分担の適正化を図るため、「第３
次一括法」による義務付け・枠付けの見直しに着実に
対応し、円滑な庁内対応が図られるよう関係所属と連
携した取組を実施する。

第3次一括法の影響を把握し、庁内へ向け情報発信すると
ともに、個別の条例整備等、対応に係る留意点をとりまと
め、適切な対応を促した。

第3次一括法への対応状況を庁内調査を実施の上とりまと
めた。

長年の懸案であった県費負担教職員の給与負担等の事務移
譲について、指定都市側と協議を重ね合意に結びつけた。
（本県は道府県側の座長を務めた。）

第3次一括法により条例委任された事項に係る条例の制定
状況等を庁内調査を実施の上とりまとめた。

項目 実績・進捗状況

【遠隔地との交流事業の推進】
　鹿児島県とそれぞれの個性と資源を活かした連携交
流を図るため、クロスファンクション・ラウンドテー
ブルを設置して部局横断的に連携・協調施策の検討を
進め、交流事業を着実にスタートする。また、富山県
と引き続き連携・協調施策を実施し、産業分野等にお
ける交流を推進する。

４月22日に鹿児島県知事と神奈川県知事が会談を行い、基
本的な方向性を合意し、教育、観光・文化、産業の分野で
の交流・連携の取組を開始した。また、物産展の拡充、商
談会の開催等の検討を行った。

平成25年度・26年度の鹿児島県との交流事業をとりまとめ
た。富山県との交流事業は、各局において年間計画に従い
順調に実施した。

１月に行われる鹿児島県・神奈川県の両知事出席のイベン
トについて、関係各課や鹿児島県との調整を行った。

鹿児島県と神奈川県の交流開始スタートアップ事業とし
て、両県知事のトップセールスによる食の魅力のＰＲや
トークセッションを１月に実施した。

項目 実績・進捗状況

【九都県市首脳会議事務局の対応】
　広域的な課題に対応する九都県市首脳会議事務局を
本県が担当し、会議等の円滑な開催に向け、庁内及び
他都県市との調整を図り、神奈川らしい取組で着実に
対応する。

平成26年は、本県が事務局となることから、その準備とし
て庁内及び他都県市との調整を開始した。

庁内で担当者会議を開催し、情報共有や各委員会、部会等
のスケジュール作成依頼を行い、神奈川らしい取組に向け
効率的・効果的な開催のたたき台を作成した。

１月からスタートする事務局事務が円滑に行えるよう、会
議スケジュール等の調整を行った。

運営検討会議、企画担当課長会議の運営や各都県市との調
整など、１月からスタートした事務局事務を着実に進め
た。


