
第２号様式
局進行表

所属のホームページ

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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

1,481 862 11 6 6 966 1,852

0

0

0

0

1,481 862 11 6 6 966 1,852

項目 (再)配当額

事業費 47,859 11,605 6,432 6,298 5,152 3,280 32,768

維持管理費 0

計 47,859 11,605 6,432 6,298 5,152 3,280 32,768

44,243 43,080 40,957 40,910 169,189

3,260 179 3,401 99 6,939

26,001 27,240 53,242

73,503 43,259 71,599 41,009 229,370

11,242 11,375 11,135 11,135 44,887

5,667 5,700 5,577 5,577 22,521

90,413 60,334 88,310 57,720 0 296,777

102,017 66,767 94,608 62,872 3,280 329,544

△ 101,155 △ 66,756 △ 94,602 △ 62,866 △ 2,315 △ 327,693

Ⅲ　職員配置状況

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 31 31 30 30

再任用職員 1 1 1 1

臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員 1 1 1 1

計（人） 33 34 33 33

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70131/

支出済額

支出計(B)

共済費相当額

退職手当相当額

業務運営進行表

収入済額

諸収入

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

　

局名 人事委員会事務局

収
入

収入科目

収入計(A)

　　　 差額(A)-(B)　(＊１)

支
出

事
業
経
費

計

通勤手当

人
件
費

給与計

期末勤勉手当

給与 (下記手当を除く)

配置職員数

（＊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。
（＊２）所属進行表の額を集計しているため、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。

 

人事委員会事務局です！ 

 人事行政に関する第三者機関である人事委員会の事

務局として、職員の採用・昇任等に関する業務、職員

の給与についての報告及び勧告等に関する業務、不利

益処分に係る不服申立ての審査等に関する業務、給与、

勤務時間、休暇、その他勤務条件に関する業務などを

行っています。 
採用説明会にて 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70131/


Ⅳ　業務実施状況

１　人事委員会開催状況（総務課）

　　開催数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

47 9 11 7 6

4 1 0 2 1

51 10 11 9 7

２　職員採用試験実施状況　（総務課）

　　受験者数　

（単位：人）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

４月７日（日） 2,887 2,887
5/10  最終
合格者発表

６月30日（日） 1,298 1,298
8/30  最終
合格者発表

９月29日（日） 132 132
11/15 最終
合格者発表

６月30日（日） 100 100
8/30  最終
合格者発表

９月29日（日） 117 117
11/15 最終
合格者発表

６月30日（日）
(大卒)
９月29日（日）
(短大卒)

185 32 217
8/30・11/15
最終合格者
発表

６月30日（日） 115 115
8/30  最終
合格者発表

６月30日（日） 252 252
8/30  最終
合格者発表

９月29日（日） 147 147
11/29 最終
合格者発表

５月12日（日） 3,656 3,656
8/9   最終
合格者発表

９月22日（日） 1,993 1,993
12/20 最終
合格者発表

３　職員採用説明会実施状況 　（総務課）

　　実施回数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

12/1・12/12
ほか 2 2

2 2

４　人事委員会規則の制定・改廃等（数字で表せるもの） （給与公平課）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 5 1 5 2

－ 6 0 3 4

－ 0 1 2 3

－ 24 125 1 890

第１回警察官採用試験

第２回警察官採用試験

説明会名称
備考

（開催日）

実績回数 （単位：回）　

累計

職員採用説明会(計画) 4

(実績) 4

13

規則の運用通知の制定・改廃 6

初任給等の承認事項 1,040

項目
年間
目標

実績　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

議会・知事の求めに応じて申し出た意見 13

規則の制定・改廃

26 51

Ⅲ種試験

試験名
第１次試験

実施(予定)日

実績人数

経験者採用試験

警察事務職員採用
Ⅰ種試験

警察事務職員採用
Ⅲ種試験

公立小中学校等事務
職員採用Ⅰ種試験
公立小中学校等事務
職員採用Ⅲ種試験

免許資格職職員採用
試験

25

人事委員会定例会 33

同　臨時会 4

計 37

項目 計画数
実績回数 （単位：回）　

累計

Ⅰ種試験（行政・神奈川
チャレンジ早期枠）

Ⅰ種試験

備考

　※注       (実績)

　※大学等で行っている就職説明会に当事務局職員が参加し、採用試験制度について説明。
　　（平成24年度は第3四半期以降に47回参加）

採用説明会【大学等】
随時



５　公平審査等関係業務（数字で表せるもの） （給与公平課）

　①　不利益処分に関する不服申立て・勤務条件に関する措置の要求（受託市町村等分を含む。）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 16 15 14 16

－ 1 1 0 0

－ 24 17 11 18

－ 3 3 1 2

　②　苦情相談（受託市町村等分を含む。）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 7 6 1 7

－ 4.7 4.4 0.8 12.2

　③　職員団体登録等関係（受託市町村等分を含む。）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 17 5 7 7

－ 18 5 7 5

－ 18 5 7 5

６　労働基準監督機関関係業務（数字で表せるもの） （給与公平課）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 41 0 1 158

－ 2 0 0 2

－ 14 27 45 5

－ 199 13 4 175

－ 13 42 43 34

－ 112 73 58 61

７　その他業務実績 (総務課）

項目
年間
目標

口頭審理等回数 9回

項目
年間
目標

実績　　　　　　　(単位：件、時間（延べ）)

累計

相談件数 21件

相談時間 22.1時間

項目
年間
目標

実績　　　　　　　　　　　　(単位：件、回)

累計

係属件数 －

裁決・判定件数

委員会等審議回数 70回

2件

特定機械性能検査結果報告受理 91

実績　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

【業務年報の作成】

人事委員会の年間業務実績について報告書の形
式にまとめたもの。

職員団体登録簿作成 35

　　職員の勤務条件の維持向上及び安全衛生の確保を図るため、労働基準法に基づく許認可等及び労働安全衛生
　法に関する検査報告受理等を行う。（人事委員会所管対象事業所数：519）

項目
年間
目標

実績　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

届出 36

登録済通知発送 35

時間外労働等協定届受理 200

断続的な宿直又は日直勤務許可 4

その他 304

行政区域内に政令指定都市を持つなど、状
況の類似した16の都道府県人事委員会によ
り組織され、人事行政に関する研究や調
査、課題に対する検討・協議等を行う。

定期健康診断結果報告受理 391

労働者死傷病報告受理 132

項目 実績・進捗状況

第１
四半期

・24年度における人事委員会の業績について年報
を作成し、ホームページに掲載した。

・関東甲信越静人事委員会協議会に出席し、地域
における課題への対策など、人事行政に関する検
討・協議を行った。

・十六都道府県人事委員会協議会に出席し、状況
が類似する自治体がもつ課題への対策など、人事
行政に関する検討・協議を行った。

・全国人事委員会連合会に出席し、人事行政制度
に関する研究や調査、課題に対する検討・協議等
を行った。また、同連合会においては、各構成者
の動向や情報について、随時にネットを通じ情報
交換を行っている。

・十六都道府県人事委員会協議会

全国の都道府県及び政令指定都市並びに特
別区人事委員会をもって組織され、人事行
政制度に関する研究や調査、課題に対する
検討・協議等を行う。

第２
四半期

・十六都道府県人事委員会協議会事務局長会議に
出席し、状況が類似する自治体の委員会事務局運
営における課題への対策など、人事行政に関する
検討、協議を行った。

・全国人事委員会連合会事務局長会議に出席し、
人事行政制度に関する研究や調査、課題に対する
検討・協議を行った。

・関東ブロック試験研究協議会において、関東近
郊に位置する都道府県人事委員会と共同し、試験
問題の編成、課題等に対する調査研究を行った。

・関東甲信越静人事委員会協議会事務局長会議を
開催し、人事委員会事務局運営における課題につ
いて検討・協議を行った。

・関東甲信越静人事委員会協議会

関東近郊に位置する都道府県人事委員会に
より組織され、地方の実情に即した公務員
制度の確立に向けて、研究や調査、課題に
対する検討・協議等を行う。

【各協議会等への出席】

・全国人事委員会連合会



８　その他業務実績 （給与公平課）

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

【公平審査手続き等の調査・研究】
　公平審査業務の適切かつ着実な実施のため、より
効率的な審査手続き等の調査・研究に取り組む。

　不利益処分に関する不服申立てに係る口頭審理の開催時
期、頻度、証人の採否の決定方法等に関して他団体におけ
る状況等の調査を行った。

　他団体と合同での事例研究を実施した。

　第１・四半期に行った調査の結果を踏まえ、不利益処分
に関する不服申立てにかかる審査手続き等について、より
詳細な調査を行った。

　調査結果を分析し、本県の審査手続きへの活用について
検討した。

項目 実績・進捗状況

【適正な給与報告・勧告に向けた調査及び給与制度
の調査研究の実施】
　次に掲げる業務を実施して県職員の給与等の実態
及び、社会一般の情勢等を的確に把握し、適正な給
与制度を確保するための基礎資料を作成するととも
に、給与制度の調査・研究に取り組む。

・職種別民間給与実態調査の実施
　地方公務員法に基づき、地方公務員の給与を民間
の従業員の給与と比較検討するための基礎資料を作
成する。

・職員給与等実態調査の実施
　地方公務員法に基づき、職員の給与等の実態を把
握し、適正な給与制度を確保するための基礎資料を
作成する。

・人事に関する統計報告調査の実施
　地方公務員法に基づき、県職員に係る人事行政の
適正な運営を図るために必要な統計資料を作成す
る。

・「職種別民間給与実態調査」、「職員給与等実態調査」
及び人事に関する統計報告調査」に着手した。
・給与に係る事務の適切かつ迅速な処理に役立てるための
給与ハンドブックを作成した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給与制
度上の課題について検討を行った。

・「職種別民間給与実態調査」及び「職員給与等実態調
査」から得られたデータを基に公民の給与の比較・分析を
行った。
・「人事に関する統計報告調査」の速報を公表した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給与制
度上の課題について検討を行った。

・地方公務員法に基づき、議会及び知事に対し、民間準拠
を基本に職員の給与等についての人事委員会報告を行っ
た。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給与制
度上の課題について検討を行った。

関東近郊に位置する都道府県人事委員会に
より組織され、実務に関し、試験問題の編
成や印刷、課題等に対する調査や研究協議
等を行う。

【委員による県庁業務の視察】

・人事委員による県内出先機関及び業務現場を訪
問し、県行政の実務、技術系職員の任務や職務環
境などの視察を行った。

・関東甲信越静人事委員会協議会の任用事務研修
会において、任用に関する課題や今後の展開につ
いて検討・協議を行った。
・三県人事委員会連絡協議会において、近隣県に
おける任用事務の課題等について検討・協議を
行った。

第４
四半期

県内の出先機関など、業務の現場を視察す
ることにより、今後の人事行政の推進に寄
与する。

・「平成25年人事に関する統計報告」をとりまとめ、県
ホームページに公表した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給与制
度上の課題について検討を行った。

・関東ブロック試験研究協議会

・三県人事委員会連絡協議会

第２
四半期

・十六都道府県人事委員会協議会事務局長会議に
出席し、状況が類似する自治体の委員会事務局運
営における課題への対策など、人事行政に関する
検討、協議を行った。

・全国人事委員会連合会事務局長会議に出席し、
人事行政制度に関する研究や調査、課題に対する
検討・協議を行った。

・関東ブロック試験研究協議会において、関東近
郊に位置する都道府県人事委員会と共同し、試験
問題の編成、課題等に対する調査研究を行った。

・関東甲信越静人事委員会協議会事務局長会議を
開催し、人事委員会事務局運営における課題につ
いて検討・協議を行った。

第３
四半期

本県及び千葉・埼玉の三県人事委員会によ
り組織され、地勢・地理的条件が類似する
自治体が持つ任用事務の実状に関する課題
や今後の展開等に対し、調査や研究協議等
を行う。



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

【労働基準関係法令等の周知徹底】
　労働基準関係法令等の周知徹底のため必要な取組
みを行うとともに、報告、届出、申請に基づく許認
可業務の適切かつ効率的な実施に取り組む。

　職場における過重労働対策等の講演、労働基準関係法令
等に係る諸手続を中心に研修会を実施した。

　各事業所（518箇所）における労働基準関係法令等の適用
状況及び報告･届出等の状況を随時把握し、管理するための
システムを構築した。

　一定の事業所を抽出し､職員の勤務時間､衛生･健康管理体
制､特定機械に係る管理状況等法令等の遵守状況について､
実地に調査､指導を実施した。

　引き続き管理状況等法令等の遵守状況について､指導等を
実施するとともに、労働基準関係法令等の周知徹底を図る
ための「労働基準関係事務の手引」を改訂した。

前期に引き続き、局取組方針及び年次計画に沿った業務展開を着実に行った。採用試
験の実施、給与報告・勧告に向けての精確なデータ収集、不利益処分に関する不服申
立ての処理など、効率的かつ適確な業務運営を行った。

給与等に関する各調査データの収集や分析、課題の整理等を行い、委員の意見を的確
にまとめ、議会及び知事に対する「職員の給与等に関する報告」を実施した。
また、これまでの業務実績を踏まえ、局の取組方針に関する中間報告をとりまとめ
た。職員間の相互協力や各任命権者・関係機関との連携のもと、取組方針に掲げられ
た目標の実現に向けた取組みを着実に実践することができた。

次代を担う優秀な人材の確保に向け、大学や就職説明会の場において職員採用説明会
を多数回実施するとともに、次年度以降の事業展開を踏まえた業務の準備を着実に
行った。
公平審査業務においては、不服申立てにかかる審査手続き等の調査結果を分析し、本
県の審査への活用を検討するとともに、公平事案の着実な審理の進行に努めた。ま
た、給与に係る承認事務については、多数の承認手続を短期間に迅速かつ正確に実施
した。

局の取組方針や事業計画に基づき、職員採用に関する業務や職員の給与に関する業
務、公平審査に関する業務及び人事制度に関する調査・研究等、全般に渡って、適切
かつ着実に業務を遂行することができた。
また、採用試験制度に係る検証作業など、今後の業務改善に向けた取組みも着実に行
うことができた。

045-651-3243（総務課）

それぞれの所属において、局の取組方針及び年次計画に沿った業務を着実に運営し
た。また、採用試験や給与に関する調査などは局全体で取組む業務として、相互に協
力しあい、効率的かつ適確な業務運営を行った。

【受託団体に係る公平委員会事務】
　地方公務員法に基づき、公平委員会事務を受託し
た29市町村等に係る公平審査関係業務及び職員団体
等関係事務を行う。

・公平委員会事務の受託に要する平成25年度の経常経費負
担額を決定し、各団体に納入通知書等を送付した。（納付
確認済み）
・平成24年度の受託公平委員会事務の状況を各団体に通知
した。
・各団体の組織の新設、改廃等に伴う管理職員等の範囲を
定める規則の改正を行った。
・受託団体職員による不利益処分に関する不服申立てにつ
いて、人事委員会で審議をし、口頭審理を開催した。
・受託団体職員からの苦情相談を受け、必要な処理を行っ
た。

・受託団体職員による不利益処分に関する不服申立てにつ
いて、人事委員会で審議をし、裁決を行った。
・受託団体職員からの苦情相談を受け、必要な処理を行っ
た。

・受託団体職員による不利益処分に関する不服申立ての処
理に要した経費及び平成26年度の経常経費負担額の積算を
行った。

・受託団体に対し、不利益処分に関する不服申立ての審査
や職員団体の登録事務等、公平委員会事務の概要について
の説明会を実施した。

局長評価

連絡先（電話番号）


