
第1号様式
所属進行表

局名 部名

県民局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

室・課（出先は所属）名
所　属

総務室

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0200/

県民局総務室は、県民局の11室課及び13出先機関の仕事を円滑

に進めるため、議会や予算おける県庁内の調整事務、人事事

務、入札の執行等の経理事務などを行っています。

職員と局長のランチミーティング

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 120,419 17,194 26,089 50,645 23,336 24,277 141,542

維持管理費 0

計 120,419 17,194 26,089 50,645 23,336 24,277 141,542

34,275 31,534 31,182 34,817 131,808

2,394 30 2,287 31 4,742

20,269 21,009 41,278

56,938 31,564 54,478 34,848 177,828

収
入

収入科目

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

Ⅲ　職員配置状況

（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。

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 120,419 17,194 26,089 50,645 23,336 24,277 141,542

維持管理費 0

計 120,419 17,194 26,089 50,645 23,336 24,277 141,542

34,275 31,534 31,182 34,817 131,808

2,394 30 2,287 31 4,742

20,269 21,009 41,278

56,938 31,564 54,478 34,848 177,828

7,526 7,526 7,526 7,526 30,104

3,729 3,729 3,729 3,729 14,915

68,193 42,819 65,733 46,102 0 222,846

85,387 68,907 116,378 69,439 24,277 364,388

△ 85,387 △ 68,907 △ 116,378 △ 69,439 △ 24,277 △ 364,388

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

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)
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出

事
業
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費
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人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 20 20 20 20

再任用職員 1 1 1 1

臨時的任用職員 1 1 1 1

非常勤職員 2 2 2 2

計（人） 24 24 24 24

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0200/


Ⅳ　業務実施状況

１　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

・平成26年度当初予算編成に向けて、政策的に重要性・緊急
性が高い事業について「アグレッシブ県民局枠」を設定し、
優先的に上乗せ配分を行う局の予算編成方針を策定(10月)
・公募職員による局内プロジェクト(あすなろプロジェク
ト：児童養護施設等退所児童の自立・安定就労支援策の検
討)について、政策レビューの結果を踏まえ、必要経費を予
算要求(11月)
・公募職員による局内プロジェクト(対話型行政の推進に向
けたＩＣＴ等の活用検討プロジェクト)について、局長への
プレゼンを実施(10月)

項目

・「あすなろプロジェクト」を平成26年度当初に予算化
・「アグレッシブ県民局枠」として平成26年度当初に13事
業、計1,300万円を予算化
・県内発災時の災害ボランティア支援体制について部局横断
的に協議するラウンドテーブルにより検討（物資確保に係る
民間企業との協定等）

・県民局職員間のコミュニケーションの円滑化を図るため、
イントラネットに「ＡＫＢ(The Aggressive Kemmin Bureau)
６９１ポータル」(局長からのメッセージ、プロジェクト会
議室、チャット・ルームなどで構成)を開設（６月）
・課やグループ単位でのミーティングを局内全所属で毎朝行
うこととした。
・職員と局長とのランチミーティングを５月２回、６月２回
開催
・情報の共有と連携協力の推進を図るため、局内の全所属長
及び地域県政総合センター副所長による所属長会議を開催
（４月）

・ＡＫＢポータルのチャットルームで累計110件を超える
メッセージ。他に、プロジェクトチーム用電子会議室でも議
論が活性化
・ランチミーティングを７月２回開催
・全室員を対象とした「職場研修」を実施（９月）

・政策提案に向けて、公募職員等による局内プロジェクト
チームを設置（２件）

・職員提案制度において県民局職員から14件の職員提案を行
い、うち７件について知事へのプレゼンを実施

実績・進捗状況

クロスファンクションの機能を活かし、職員の
提案等を反映した政策立案・予算編成

明るく風通しのよい職場づくり

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

・ＡＫＢポータルのチャットルームで累計170件を超える
メッセージ。
・ランチミーティングを10月２回、11月１回、12月１回開催
・若手職員（主事・主任主事）及び新採用職員の体験研修を
９月から実施し、12月末累計で50名が参加
・局内の全所属長による第２回所属長会議を開催(10月)

・ＡＫＢポータルのチャットルームで累計200件を超える
メッセージ
・ランチミーティングを１月１回開催
・局内の全所属長による第３回所属長会議を開催(２月)

不祥事防止対策

・事故不祥事防止の徹底について通知により注意喚起を実施
  (２回)
・所属長を対象とした「不祥事防止研修」を実施(４月)
・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信(４～６月各１
回)
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレーメールを実施
　(４～６月各１回)

・「職場研修」の中で、過去の事故不祥事事例やヒヤリハッ
ト体験を共有し、事故防止の注意喚起を実施（９月）
・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信(７～９月各１
回)
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレーメールを実施
　(７～９月各１回)

・全室員を対象とした「職場研修」を実施（９月）
・局内本庁・出先機関の行事等を活用した若手職員（主事・
主任主事）及び新採用職員の体験研修を実施（９月～）

・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信(10～12月各１
回)
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレーメールを実施
　(10～12月各１回)・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信(１～３月各１
回)
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレーメールを実施
　(１～３月各１回)

会計事務の適正な執行

・年度当初及び出納整理期間に係る執行について、適正に実
施できるよう努めた。

・経理事務に携わる職員の事務処理能力の向上を図るため、
「経理事務研修」を実施（8月：２回）

・経理事務研修の一環として、「入札事務に係る研修」を実
施 (12月：２回)

第３・四半期

第４・四半期

施 (12月：２回)

・局内各課に10月に作成の徹底を指示した「進行管理表」及
び「執行依頼票受付簿」を活用し、適正な進行管理や支払遅
延防止に努めた。



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

045-210-3615

所属長評価

　局内プロジェクトの推進や予算調整など、概ね円滑に局を運営することができた。特
に、平成26年度当初予算編成に当たっては、局独自の要求枠の設定などにより、厳しい財
政状況の中でメリハリのある予算編成を行うことができた。

　施策の総合調整や予算の執行などにより、概ね円滑に局を運営することができた。特
に、局内プロジェクトや局独自の予算要求枠等により、特色ある平成26年度予算を成立さ
せることができた。

　平成25年度から次世代育成施策を一元的に所管することとなり、職員体制や予算・事業
規模等が大幅に拡大したが、施策の総合調整、局の予算編成、人事等の業務において、大
きな混乱もなく概ね円滑に局運営を行うことができた。
　また、新たなポータルサイトや局内プロジェクトの立ち上げ、定期的なミーティングの
実施等により,所属の垣根を越えた明るく風通しの良い職場づくりを推進し、今後新たな
県民局を運営する上での礎を築くことができた。

　４月の組織再編により次世代育成施策を一元的に所管することとなり、局の職員体制や
予算・事業規模等が大幅に拡大したが、再編の趣旨を踏まえた上で、概ね円滑に新たな局
を運営することができた。
　また、職員からの政策提案の推進や局独自のポータルサイトの開設などを通じて、局職
員が生き生きと働ける環境づくりを進めることができた。

連絡先（電話番号）

　計画に基づき、概ね円滑に局を運営することができた。
　特に、若手職員等の職場体験研修などを通じて、局職員の資質の向上と、生き生きと働
ける環境づくりを推進することができた。


