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局名
人事委員会事務局

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

項目
事業費

維持管理費
計

Ⅲ　職員配置状況

所属のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/div/9101/

共済費相当額
退職手当相当額

計
支出計(B)

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注
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給与 (下記手当を除く)
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給与計

人
件
費

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属
室・課（出先は所属）名

給与公平課
部名

収
入

収入科目 収入済額

収入計(A)

年間計画額

支
出

(再)配当額事
業
経

費

収支の状況欄については、集約執行している総務課において計上するため、

空欄で表示しています。

給与公平課では、職員の給与についての報告及び勧告、不利益処分につ

いての不服申立て等の審査、給与、勤務時間、休暇及びその他の勤務条件

に関することなどの事務を行っています。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 14 14 13 13

再任用職員
臨時的任用職員 1 1 1

配置職員数

Ⅳ　業務実施状況

１　人事委員会規則の制定・改廃等（数字で表せるもの） 

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

２　公平審査等関係業務（数字で表せるもの）

　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

項目

議会・知事の求めに応じて申し出た意見

規則の制定・改廃

実績　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

登録済通知発送 35
職員団体登録簿作成 35

累計

22.1時間

年間
目標

累計
届出

累計

9回

13

1,040

実績　　　　　　　　　　　　(単位：件、回)

－
2件
70回

13
6

実績　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

36

実績　　　　　　　(単位：件、時間（延べ）)
累計

21件

年間
目標

年間
目標

裁決・判定件数
委員会等審議回数
口頭審理等回数

係属件数

項目

項目

相談件数
相談時間

項目

規則の運用通知の制定・改廃
初任給等の承認事項

年間
目標

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 14 14 13 13

再任用職員
臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員

計（人） 14 15 14 14

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/9101/


３　労働基準監督機関関係業務（数字で表せるもの）

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

４　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

特定機械性能検査結果報告受理
定期健康診断結果報告受理
労働者死傷病報告受理

その他

実績・進捗状況

・「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。

【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。

項目

91
391

実績　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

200
断続的な宿直又は日直勤務許可
時間外労働等協定届受理

132

　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

304

4

累計
年間
目標

項目

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

　の課題について検討を行った。

・「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。

【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。

【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。

　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。

　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。

・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。

　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。

　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。



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　　

【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。

第３・四半期

第１・四半期

　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。

・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。

第２・四半期

所属長評価

　「職種別民間給与実態調査」をはじめとする調査を適切に実施した。ま
た、労働基準関係法令等に係る研修会を実施するなど関係法令等の周知徹底
に努めるとともに許認可等の処理を効率的かつ適切に行った。さらに、不利
益処分に関する不服申立ての審査を進め、１件の裁決を行った。

　給与報告・勧告に向けて、各調査を基に公民給与の精確なデータの収集に
努め詳細な把握ができた。また､不利益処分に関する不服申立ての審査を進
め、１件の裁決を行った。

　人事委員会における協議のためのデータの収集や分析、課題の整理を行
い、各委員の意見を的確にまとめて、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。

　多数の給与等の承認手続を短期間に迅速かつ正確に実施した。また、不服

総合評価

第４・四半期

連絡先（電話番号） 給与グループ　本間（045-651-3252）

　多数の給与等の承認手続を短期間に迅速かつ正確に実施した。また、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につ
いて検討するとともに、公平事案の着実な審理の進行に努めた。

　綿密なスケジュール管理の下で、公民給与の正確な把握や分析、課題の整
理を行い、「職員の給与等に関する報告」を適正に実施した。また、公平事
案に関し、論点整理をはじめ精緻な審査資料の作成・提供を行い、審査を推
進させた。さらに、労働基準関係法令の周知徹底に取り組むなど、委員会の
事務執行補助機関としての責務を適切かつ着実に果たした。
　給与制度や公平審査手続に関する新たな課題が生ずる中で、今後、更なる
調査研究機能の向上に努める必要がある。


