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所属HPアドレス

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1397/

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

総務室では、主に以下の６つの仕事をしています。
１　保健福祉局の予算を立案し、事業を推進しています。
２　保健福祉局関連の議会に関する業務や広報、
　　広聴（県民から政策に対する意見・提案を伺うこと）を行っています。
３　保健福祉局の収入・支出の経理業務を行っています。
４　保健福祉局所属職員の人事等の業務や、不祥事防止対策を行っています。
５　保健福祉分野等で功績をあげられた県民の方を表彰しています。
６　県保健福祉事務所・衛生研究所に関する業務を行っています。

総務室
所　属

　局内の全所属長が出席する不祥事防止会議を開
催し、局不祥事防止対策実施方針を策定した。実
施方針に基づき、各所属に対して日常点検等の対
策実施を指示した。

　不祥事防止に向けて、局内職員を対象とした研
修を実施した。
・局内の本庁職員全員（幹部職員を除く）を対象
とした研修→７月実施。274名参加。※出先機関
は各所属で実施
・幹部職員を対象とした研修→８月実施。71名参
加。
・各所属の不祥事防止担当者を対象とした研修
→８月実施。40名参加。

実績・進捗状況

【不祥事防止に向けた取組の推進】
　局内の不祥事防止に向けて、過去の事例を踏
まえた防止策の周知、取り組みの徹底を図り、
不祥事発生を一件でも減らすよう取り組む。

１　業務実績

　局不祥事防止対策実施方針に基づき日常点検や
所属長点検等の不祥事防止点検結果（平成25年４
月～11月分）が各所属から総務室に報告された
（12月）。今後、次年度に向けた課題の整理を行
う。

項目

　各所属の不祥事防止点検結果を取りまとめ、課
題を整理し、来年度の局不祥事防止対策実施方針
案の作成に取り組んだ。
　不祥事・事故防止に向けた局の「冷やり法度事
例集」の改訂作業に取り組んだ。

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

1,295 1,296 1,296

838 99 388 209 292 6 993

7,595 685 5,120 5,805

9,728 99 1,683 209 977 5,126 8,094

項目 (再)配当額

事業費 205,633 29,945 47,550 43,831 51,165 13,909 186,399

維持管理費 0

計 205,633 29,945 47,550 43,831 51,165 13,909 186,399

55,245 50,836 52,697 58,168 216,947

3,303 191 3,285 146 6,925

28,566 30,500 59,066

87,114 51,028 86,482 58,314 282,938

12,403 12,403 12,763 12,763 50,332

6,316 6,316 6,501 6,501 25,633

105,833 69,746 105,746 77,578 0 358,904

135,778 117,296 149,577 128,743 13,909 545,303

△ 135,679 △ 115,613 △ 149,368 △ 127,766 △ 8,783 △ 537,209

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

その他

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

使用料及び手数料

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 34 34 35 35

再任用職員
臨時的任用職員 1 1 1 1

非常勤職員 4 4 4 4

計（人） 39 39 40 40

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1397/


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

【経理事務の適正な執行】
　局内経理事務の厳正かつ適正な執行のため、
各所属への財務上の適切な指導・支援に取り組
むとともに、進行管理を徹底し、不適正経理の
再発防止に引き続き取り組む。

　平成24年度出納整理期間及び25年度当初の予算
執行事務において、執行状況管理表等に基づき、
局内各課と相互チェックすることなどにより、経
理事務の適正執行を図った。
　また、適正執行を図るため、出先機関に赴き検
査・指導を実施するとともに（第一四半期は１所
属実施）、会計局が重点的に指導する「重点指導
事務所」として10所属を局内選定し、会計局から
指定を受けた。（昨年度は６所属）。

  引き続き、平成25年度予算の経理事務にあた
り、執行状況管理表に基づく局内各課との相互
チェックによる進行管理等に取り組み、適正な執
行に努めた。
　また、局内出先機関の財務上の指導・支援のた
め、22年度より実施している保健福祉局経理事務
調査の本年度の実施に向け、関係各所との計画調
整を行った。（25年度実施予定　13所属）

　経理事務について、前期までと同様、執行状況
管理表に基づく局内各課との相互チェックによる
進行管理等の取り組みにより適正な執行に努め
た。
　また、経理事務調査を計画のとおり、出先機関
13所属に対し実施し、執行状況の確認及び指導等
を行った。
　さらに、本庁機関に対し、平成25年度決算見込
  年度末から年度始めを迎えるに当たり、会計事
務の適正執行等を図るため、適正かつ計画的な予
算の進行管理の徹底、「予算の使い切り」とみな
されるような安易な執行の厳禁等について、局内
全所属長に通知するとともに、局内本庁各課経理
担当者に対し、説明会を開催し、通知の周知徹底
等を行った。
  また、補助金等の交付申請の期日の設定につい
て、議会日程等を勘案しなるべく早い時期に設定
するよう見直すなど、経理事務の平準化を図り、
計画的な予算の進行管理に努めた。

　医療・福祉等に係る新たな政策課題について、
課題解決に向けた方向性や具体の事業展開等につ
いて全庁で議論するための調整を行った。
　平成25年度11月補正予算及び平成26年度当初予
算の編成に向けた保健福祉局関連の調整を行っ
た。
　県議会第３回（12月）定例会において、本会議
での質問に係る答弁調整や厚生常任委員会におけ
る局内各課との調整に取り組んだ。

　医療・福祉等に係る新たな政策課題について、
課題解決に向けた方向性や具体の事業展開等につ
いて全庁で議論するための調整を行った。
　平成25年度9月補正予算の編成に向けた保健福
祉局関連の調整を行った。
　県議会第３回（9月）定例会において、本会議
での質問に係る答弁調整や厚生常任委員会におけ
る局内各課との調整に取り組んだ。

 医療・福祉等に係る各種政策課題をとりまと
め、課題解決に向けた方向性を全庁で議論するた
めの調整を行った。
  平成25年度6月補正予算の編成に向けた保健福
祉局関連の各種調整を行った。
  県議会第２回定例会において、本会議での質問
に係る答弁調整や厚生常任委員会における局内各
課との各種調整に取り組んだ。

【クロスファンクションの視点で政策立案、予
算調整】
　局の政策立案、予算編成等に的確に取り組む
とともに、重要課題や未成熟な課題に対して、
迅速・的確に取り組み、着実に成果を上げてい
くため、部局横断的に調整し、成果に結びつけ
る。

　医療・福祉等にかかる新たな政策課題につい
て、課題解決に向けた方向性や具体の事業展開等
について、全庁で議論するための調整を行った。
　平成25年度２月補正予算及び平成26年度当初予
算の編成に向けた保健福祉局関連の調整を行い、
保健福祉局関係の予算案について、記者発表を
行った。
　県議会第１回（２月）定例会において、本会
議・予算委員会での質問に係る答弁調整や厚生常
任委員会における局内各課との調整に取り組ん
だ。



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

【保健福祉事務所の再編統合】
　緊急財政対策のロードマップに基づき、26年
度当初に保健福祉事務所を再編・統合し、本所
と支所（センター）を設置する方向で検討を行
い、庁内調整及び関係機関、市町村への説明を
円滑に進める。

　再編統合に伴う行政組織規則や事務決裁規程等
の関連規程の改正を行うとともに、H26.4から新
体制に円滑に移行できるよう庁内調整や市町村・
関係機関への周知、広報に取り組んだ。

　保健福祉事務所を９事務所から５事務所４セン
ターに再編統合するため、「行政機関設置条例」
の一部を改正する条例案を第３回県議会（12月）
に提案し、可決された。

  再編後の具体的な業務分担の考え方を整理し、
８月に地区別に市町説明会を実施するとともに、
再編の方向性について第３回県議会 厚生常任委
員会（９月）に報告した。

　支所（センター）化を検討している保健福祉事
務所管内の市町に事前に説明を行った上で、本
所・支所における業務等再編の基本的な考え方を
第２回県議会 厚生常任委員会(６月）に報告し
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

  年度当初で局内の組織・人員とも新体制となる中にあって、予算、人事、経
理、議会、施策立案において各所属、職員のサポートを行い、局内業務が着実
かつ円滑なスタートを切れるよう取り組んだ。

  引き続き、局内業務が着実かつ円滑に推進されるよう、局内各所属のサポー
トを行った。新たな政策課題の推進や９月補正予算の編成に向けて、局内及び
他局との連携・調整に取り組むとともに、経理の適正執行や事故・不祥事防止
に向けた取組みを着実に推進した。

045-210-4618連絡先（電話番号）

所属長評価

  経理の適正執行や事故・不祥事防止に向けた取組を引き続き推進するととも
に、新たな政策課題の推進や11月補正予算の編成に取り組んだ。併せて、来年
度に向けて、局の組織人員体制や平成26年度当初予算編成に係る局内及び他局
との連携・調整を進めた。

　新たな課題等に対応する保健福祉局関連の当初予算（案）の最終調整及び記
者発表を行った。また、年度末及び年度始めの経理事務の注意事項の周知徹
底、保健福祉事務所の再編統合に伴う各種調整や広報、人事異動業務の調整等
に取り組むなど、新年度の円滑なスタートのための準備に取り組んだ。

　年間を通じて、局内各所属のサポートを行い、保健福祉局全体の円滑な運営
に取り組むとともに、保健福祉局関連の県政課題の解決に向けて、庁内調整等
に積極的に取り組み、平成26年度の予算化等につなげることができた。


