
第1号様式
所属進行表

局名 部名

総務局 組織人材部

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　業務効率化・ペーパーレス化の推進

　①　議事録作成支援システムの活用状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

145 28 54 37 38

121 13 44 30 34

　②　コピー用紙購入量

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

252,000 56,500 79,500 56,000 57,000

315,000 67,500 103,000 71,500 73,000

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年５月31日）

　行政改革課では、行政改革の総合的企画及び調整、行政改革の計画の策定及び進行管理、団体の設立及び運営等に係る総合
調整などを行っている

所　属
室・課（出先は所属）名

項目

貸出件数

（平成24年度実績）

年間目標
（計画）

貸出件数　　　　　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

157

121

　　　議事録作成支援システムを各附属機関等の事務局に貸し出すことにより、附属機関等の審議結果の速やかな公開及び
　　議事録作成に係る職員の業務負担軽減を図る

行政改革課

（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。

　　プロジェクター等を使った打合わせや議事録作成支援システムの活用による会議の省力化など、ＩＣＴを活用した業務の
　効率化とペーパーレス化の推進

コピー用紙購入量 249,000

（平成24年度実績） 315,000

　　　課内の打ち合わせをプロジェクターやパソコンを用いて行うなど、ペーパーレス化の所管所属として率先して取組みを
　　推進し平成24年度比20％減とする

項目
年間目標
（計画）

購入量　　　　　　　　　　　　　　(単位：枚)

累計

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 5,807 580 1,633 1,025 1,425 403 5,067

維持管理費 0

計 5,807 580 1,633 1,025 1,425 403 5,067

22,227 22,046 22,707 24,375 91,355

1,297 30 1,305 62 2,694

13,080 13,179 26,259

36,604 22,076 37,191 24,437 120,308

5,774 5,774 5,684 5,503 22,735

2,957 2,957 2,895 2,772 11,581

45,335 30,806 45,770 32,713 0 154,624

45,915 32,439 46,795 34,138 403 159,691

△ 45,915 △ 32,439 △ 46,795 △ 34,138 △ 403 △ 159,691

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

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 16 16 15

再任用職員

臨時的任用職員

非常勤職員 1 1 1 2

計（人） 17 17 17 17

配置職員数



２　業務実績

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

全庁の通信環境等の調査やペーパーレス化に向けた職員ア
ンケートを実施し、スマート県庁検討部会において検討を
行った。

庁内会議の実施状況や紙の使用状況について調査を実施
し、新たなＩＣＴ活用による業務改善の効果を検討した。

タブレット端末の業務への導入の可能性について、職員へ
の聞き取り調査を実施したほか、紙の使用目的についても
調査を実施した。

全庁で約1,600台のタブレット端末、打合せのスピード
アップのための大型ディスプレイ及び共通利用ＰＣ1台、
会議の効率化のためのスマート会議支援システムについ
て、導入を決定した。

【緊急財政対策における県民利用施設の見直し】
「県民利用施設 見直しのロードマップ」に沿った県民
利用施設の見直しを着実に進める

関係各所との調整を進め、「県民利用施設 見直しの方向
性に関する資料」を作成した。

「県民利用施設の見える化」を公表した。
県民利用施設の見直しに関し、９月時点の調整状況を「県
民利用施設の見直しに関する説明資料」により公表した。

「県民利用施設の見える化」の各施設での掲示に向けた関
係各所との調整を行った。
県民利用施設の見直しに関し、ロードマップ更新に向けた
関係各所との調整を行った。

県民利用施設の見直しに関し、緊急財政対策の取組結果の
中でロードマップを更新し、記者発表を行うとともに、常
任委員会報告を行った。

改革調整グループ　石田（045-210-2210）

所属長評価

項目

議事録作成支援システムの貸出件数について、平成24年度比36.8％増を達成するなど、
数値目標を設定した事項については、引き続き達成に向けて順調に取組みを進めてい
る。
「緊急財政対策における県民利用施設の見直し」、「スマート県庁の推進」及び「第三
セクター等に対する指導、調整」の３項目についても、着実に取組みを進めている。

議事録作成支援システムの貸出件数について、平成24年度比29.8％増を達成するなど、
数値目標を設定した事項については、引き続き達成に向けて順調に取組みを進めてい
る。
「緊急財政対策における県民利用施設の見直し」、「スマート県庁の推進」及び「第三
セクター等に対する指導、調整」の３項目についても、着実に取組みを進めている。

議事録作成支援システムの貸出件数について、年間を通じ、平成24年度比29.8％増を達
成するとともに、コピー用紙についても、前年度比21.0％減となるなど、数値目標を設
定した事項については、いずれも年間目標を達成した。
「緊急財政対策における県民利用施設の見直し」、「スマート県庁の推進」及び「第三
セクター等に対する指導、調整」の３項目について、着実に取組みを進めた。

議事録作成支援システムの貸出件数について、平成24年度比115.4％増を達成するなど、
数値目標を設定した事項については、達成に向けて着実に取組みを進めている。
「緊急財政対策における県民利用施設の見直し」、「スマート県庁の推進」及び「第三
セクター等に対する指導、調整」の３項目についても、第１四半期の取組みは着実に実
施されている。

連絡先（電話番号）

議事録作成支援システムの貸出件数について、平成24年度比43.9％増を達成するなど、
数値目標を設定した事項については、引き続き達成に向けて順調に取組みを進めてい
る。
「緊急財政対策における県民利用施設の見直し」、「スマート県庁の推進」及び「第三
セクター等に対する指導、調整」の３項目についても、着実に取組みを進めている。

実績・進捗状況

【スマート県庁の推進】
ＩＣＴの活用による業務プロセスの抜本的見直しの一
環として、全庁的な通信環境を精査し、経費の節減を
図る

【第三セクター等に対する指導、調整】
第三セクター等指導調整指針に基づき、各局ととも
に、法人の自立化、法人運営の効率化等に向け、適切
な指導、調整を行う

経営状況説明書（平成25年度事業計画）をとりまとめ神奈
川県議会に報告するとともに、必要な指導、調整を行っ
た。

経営状況説明書（平成24年度決算）について神奈川県議会
に報告するとともに、経営改善の取組状況等について、第
三セクター等改革推進部会に報告し、評価を受けた。
住宅供給公社の今後のあり方について、外部有識者の意見
を聞きながら検討を進めた。

住宅供給公社の今後のあり方について、外部有識者の意見
等を踏まえ、平成25年10月に、県主導第三セクターとして
経営改善に取り組む法人に変更した。
第三セクター等指導調整指針について、特例民法法人に関
する規定を削除する等の改正を行った。

県主導第三セクター等が策定する「抜本的な見直しに向け
た行程表」及び「経営改善目標」について、外部有識者か
ら意見を得た。


