
第２号様式

局進行表

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

収入科目 年間計画額

国庫支出金 101,022,40028,891,04719,369,87930,224,63521,663,468 700,404100,849,433

諸収入 1,665,103 403,924 372,505 363,358 369,588 115,372 1,624,748

財産収入 343,388 291,159 16,501 21,130 4,335 3,351 336,476

使用料及び手数料 5,518,829 149,864 628,258 2,453,481 2,247,083 -23 5,478,663

その他 1,718,221 15,299 67,705 19,760 135,498 1,198,215 1,436,477

業務運営進行表

収入済額

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

局名 教育局

収
入

教育局は、小・中学校や県立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校、

図書館・博物館・文化財などに関する仕事をしています。

かながわ教育ビジョンの着実な推進に向け、「いじめ暴力行為対策の推

進と不登校への対応」、「特別支援教育の充実」、「県立学校の教育環境

の改善」、「学びを通じた地域の教育力の向上」などの教育施策を重点的

な取組みとして、様々な課題解決に努めています。

局長の写真・イラ

ストなど（任意）

収入計(A) 110,267,94129,751,29420,454,84833,082,36524,419,972 2,017,319109,725,797

項目 (再)配当額

事業費 369,642,722 92,097,870 71,717,196 100,817,421 64,902,625 36,054,910 365,590,022

維持管理費 5,227,497 644,251 1,253,796 1,147,897 1,616,938 559,984 5,222,866

計 374,870,233 92,742,128 72,970,996 101,965,326 66,519,572 36,614,879 370,812,901

35,343,033 23,969,934 36,825,120 27,006,540 123,144,627

128,085,16396,940,930138,790,43393,526,110 36,614,979493,957,523

△ 98,333,869△ 76,486,082△ 105,708,068△ 69,106,138△ 34,597,660△ 384,231,726

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

13,249 13,229 13,228 13,233

6,365 6,913 6,929 6,657

19,614 20,142 20,157 19,890計（人）

支出計(B)

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職手当
相当額が含まれています。
（注２）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３）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。

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

（１）かながわ教育ビジョンの推進～かながわ人づくりコラボの開催～

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

１回 － － １回 １回

１回 － － １回 － １回

２回以上 １回 １回 － ２回

２回 － － １回 １回 ２回

（２）県立高校改革の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

　  かながわ教育ビジョンに掲げた理念の実現に向けて、「かながわ教育フォーラム」を開催し、県
　民とのワークショップや教育論議を行うことで、かながわ教育ビジョンの一部改定に取り組むとと
　もに、「かながわ人づくりコラボ2014」を開催し、県民との教育論議を行うことで、かながわ教育
　ビジョンに掲げた施策の方向性の検証と、様々な主体との協働・連携による人づくりの推進を図る。

項目
年間目標
（計画）

開催回数　　　　　　　　　　   (単位：回)

かながわ人づくりコラボ開催回数

項目 実績・進捗状況

県立高校改革の推進

県立高校改革推進検討協議会を開催。
｢県立高校の将来像｣について報告を受けた。

県立高校改革基本計画（仮称）【素案】を策定
した。

県立高校改革基本計画（仮称）【素案】に対す
るかながわ県民意見反映手続き（パブコメ）を
実施した。また、県立高校改革フォーラムの開
催、県立高校改革基本計画（案）の議会への報
告を行った。

（前年度実績）

かながわ教育フォーラム
開催回数

（前年度実績）

第４四半期

（３）学校防災力の強化

　ア　県立学校災害対策用備蓄食糧整備費実施状況

　災害時に必要となる特別支援学校児童生徒用の備蓄食糧の整備を行う。

　　契約額　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,615千円 0 9 1,966 313

16,738千円 0 16,738 0 0

　イ　県立学校災害対策用備品等整備費実施状況

  県立学校等に、災害時に必要となる発電機等の整備を行う。

　　契約額　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

8,559千円 0 7,538 0 1,021

3,750千円 0 2,853 0 897

項目
年間目標
（計画）

（前年度実績） 3,750

告を行った。

県立高校改革基本計画を公表した。

執行額　　　　　　　　　　（単位：千円）　

累計

備蓄食糧の整備 2,288

（前年度実績） 16,738

項目
年間目標
（計画）

執行額　　　　　　　　　　（単位：千円）　

累計

発電機等の整備 8,559



 (１) 迅速な考査と不祥事の根絶に向けた取組の推進

　職員考査業務

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

（２）神奈川県まなびや基金寄附金募集状況

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

100,000 15,192 67,076 10,231 20,181 0 112,680

（３）高等学校奨学金事業実施状況

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

2,005,008 120,336 784,804 469,223 499,533 0 1,873,896

837,797 122,175 255,568 209,720 240,541 15,369 843,373

- 1,093 3,182 1,121 3,418 0 8,814

（４）まなびや計画の着実な推進

児童・生徒等の安全確保のため、耐震化工事等を実施する。

年間目標

（計画） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

11 校 6 校 3 校 2 校 0 校 11 校

２　行政部

項目
年間目標
(計画額)

実績額　　　　　　　　　　　(単位：千円)

項目
年間目標
（計画）

懲戒処分者数 11人以下 2 3 7 10 22

              実績　　　　　　　　　(単位：人)

返還額

督促件数

項　目
実績件数（着工数及び完工数）

耐震化工事

寄附金額

項目
年間目標
(計画額)

実績額・実績人数　　　　　（単位：千円、件）　

貸付額

11 校 6 校 3 校 2 校 0 校 11 校

7 校 2 校 3 校 2 校 0 校 7 校

43 施設 0 施設 0 施設 33 施設 10 施設 43 校

（５）優秀な教員の確保に向けた取組の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（６）公立学校の教職員のメンタルヘルスにかかる研修の充実

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

601 0 828 163 0

528 66 506 0 0

耐震化工事

　　教職員のメンタル不調防止・早期対策のため、教職員向けのメンタルヘルス講習会の充実
　を図る。

主な項目 目標数
実績額　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

老朽化対策工事

建築基準法12条等に基づく点検

項目 実績・進捗状況

優秀な教員の確保に向けた取組の推進

一般志願者向け説明会や大学等での説明会を実
施し、受験者数の拡大に努めた。

全ての選考区分において年齢要件を拡大するな
ど、多様な人材確保に向けた取組を推進した。

第２次試験合格発表を実施し、名簿登載者を確
定した。

「神奈川県公立学校見学会」の実施など、次年
度採用試験受験者確保のための取組を推進し
た。

年間受講者数 991

（前年度実績） 572



３　指導部

（１）県立高校全体の魅力づくりの一層の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）英語・国際教育の充実

第１四半期

項目 実績・進捗状況

県立高校全体の魅力づくりの一層の推進

県立高校の魅力と教育力のさらなる向上を図る
「県立高校教育力向上推進事業Ver.Ⅱ」につい
て、各指定校の平成25年度の実施状況及び平成
26年度の実施計画について把握するとともに、
計画の実施に必要な経費等を精査し、支援を
行った。

各指定校の取組みや成果を広く発信するため、
各指定校の教育活動公開（研究発表会）の計画
を取りまとめ、全県立高校に周知した。

各指定校の取組みや成果を広く発信するため
の、各指定校の教育活動公開（研究発表会）の
計画を取りまとめ、全県立高校に周知した。

全指定校を対象にこれまでの各指定校の取組や
成果について、中間報告会を開催し、今年度の
総括を行うとともに、「県立高校教育力向上推
進事業Ver.Ⅱ」の最終年度である平成27年度に
向けた課題を明確にし、研究の更なる推進を
図った。

項目 実績・進捗状況

英語・国際教育の充実について、県内の拠点校
を現地調査し、英語による授業実践等について
指導・助言を行った。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

英語・国際教育の充実

指導・助言を行った。

第１四半期に引き続き、英語・国際教育の充実
について、県内の拠点校を現地調査し、英語に
よる授業実践等について指導・助言を行った。

引き続き英語・国際教育の充実について、県内
の拠点校を現地調査し、授業実践等について指
導・助言を行った。また、優れた取組みについ
ては、教員対象の説明会等で事例発表を行い、
全県立高校への普及を図った。

引き続き英語・国際教育の充実について、県内
の拠点校を現地調査し、授業実践等について指
導・助言を行った。



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（４）体力の向上

第１四半期

項目 実績・進捗状況

食育と給食の地産地消の推進

これまでのモデル地区の取組成果を報告書にま
とめ、市町村に向け発信し、地産地消の学校給
食の推進に取り組んだ。

地産地消の学校給食の推進に当たり、協力が不
可欠であるＪＡ等生産者団体に、県の取組の趣
旨説明を行った。また、市町村学校給食主管課
や各学校の給食担当者等の理解を促進するため
のメールマカジン「学校給食　地場産通信」作
成のため編集作業に取り組んだ。

市町村学校給食主管課や各学校の給食担当者等の理解を
促進するためのメールマカジン「学校給食　地場産通
信」1号、２号を作成し、関連機関等に配付した。また、
市町村教育委員会と連携し、「かながわ学校給食地場産
物利用促進運動」(11/17～12/19)を展開し、より多くの
地場産物活用に向けた取組を進めた。

「かながわ学校給食地場産物利用促進運動」で
の各市町村の地場産物利用率を集計、結果を送
付し、保健体育課ホームページに取組例等を掲
載した。また、ＪＡ中央会と連携し、各地域の
ＪＡ担当者と各市町村学校給食主管課担当者の
情報交換会を実施した。

（３）食育と給食の地産地消の推進

項目 実績・進捗状況

平成25年度神奈川県児童生徒・体力運動能力調
査について、報告書を作成・配付した。また、

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

健康・体力つくりの推進

査について、報告書を作成・配付した。また、
神奈川県児童生徒健康・体力つくり推進委員会
を開催した。

平成26年度神奈川県児童生徒・体力運動能力調
査を実施し、集計・分析を開始した。また、夏
休み期間中、子どもたちの運動習慣や生活改善
のため、地域・家庭・学校と連携して「みんな
で朝ラジ!!プロジェクト」を実施した。

平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調
査の結果分析を開始した。また、学校と家庭へ
体力向上のための情報提供として、健康・体力
つくり通信「Joy!Joy!通信」を発行した。

児童生徒体力つくり研究事業として、県小学校
児童体力つくり研究発表大会、県生徒体力つく
り研究発表大会（中学校）、県高等学校生徒体
力つくり研究発表大会、県学校体育研究連合会
研究大会兼神奈川県児童生徒健康・体力つくり
推進委員会を開催した。



（５）組織的な授業改善の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　支援部

（１）「いのちの授業」の推進

第１四半期

項目 実績・進捗状況

県庁公開日に、昨年度の「いのちの授業」大賞
表彰式の様子を上映し、受賞作文を配布した。

項目 実績・進捗状況

組織的な授業改善の推進

組織的な授業改善に係る研究推進校に対し、円
滑な実施に向けた支援を行った。

すべての県立高校が取り組んでいる「組織的な
授業改善の推進」に向けて、県立高校の要望に
基づき指導主事が訪問し、指導・助言を行っ
た。さらに、研究推進校に対しては、他校のモ
デルとなるように、指導主事が重点的に訪問
し、指導・助言を行った。

引き続き、すべての県立高校が取り組んでいる
「組織的な授業改善の推進」に向けて、県立高
校の要望に基づき指導主事が訪問し、指導・助
言を行った。また、優れた取組みについては、
教員対象の説明会等で事例発表を行い、全県立
高校への普及を図った。

引き続き、すべての県立高校が取り組んでいる
「組織的な授業改善の推進」に向けて、県立高
校の要望に基づき指導主事が訪問し、指導・助
言を行った。さらに、研究推進校に対しては、
来年度の公開授業に向けて指導主事が重点的に
関わり、助言を行った。

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

インクルーシブ教育の推進

インクルーシブ教育推進検討プロジェクト会議
等で今年度の事業実施計画を協議し、県内市町
村に事業説明を行った。

インクルーシブ教育推進検討プロジェクト会議
を２回開催した。また、県内全33市町村を廻
り、県のインクルーシブの考え方や協力依頼に
ついて直接説明を行った。

インクルーシブ教育推進検討プロジェクト会議
を４回開催した。また、インクルーシブ教育推
進フォーラムを３回開催した。

インクルーシブ教育推進モデル校を決定し、対
象市町村等と調整を開始した。

（２）インクルーシブ教育の促進

項目 実績・進捗状況

「いのちの授業」の推進

表彰式の様子を上映し、受賞作文を配布した。

第１四半期に引き続き、「いのちの授業」感動
作文コンクール募集の案内を各校に周知し、実
践事例を収集・提供した。

小中学生に「詩の授業」を実施した。また、い
のちの授業大賞審査会を実施した。

「いのちの授業」大賞表彰式を実施した。



（３）いじめ等問題行動への総合的な取組の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　ア　タブレット型パソコン等の情報機器の導入状況

　　　障害に応じた学習を支援するとともに、新たな能力を開発し就労職域の拡大を図るため、タブレッ

　 ト型パソコン等の情報機器を導入する。

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

27 0 0 27 0 0 27

　イ　企業における体験実習の実施状況

　　　生徒の自立と社会参加を促進するため、企業において職業能力を評価する体験実習を実施する。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

項目 実績・進捗状況

いじめ等問題行動への総合的な取組の推進

いじめ対策連絡協議会を開催し、関係する機関
及び団体との連携を図った。

いじめ防止対策推進法に関する県・市町村教育
委員会検討会を開催した。また、いのちの授業
感想作文を募集した。

いじめ防止教室連絡会議を開催した。また、い
のちの授業大賞審査会を実施した。

いじめ対策連絡協議会を開催し、県内における
いじめの防止対策の取組状況と「神奈川県いじ
め防止基本方針」について協議をした。

実　績　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

（４）特別支援学校における就労支援の促進

項目
年間目標
（計画）

実　績　　　　　　　　　　（単位：校）　

導入学校数

項目
年間目標
（計画）

200 37 15 84 54

　ウ　企業の保護者見学会の実施状況

　　　就職に対する理解を深めるため、障害者雇用に先進的に取り組む企業の保護者見学会を実施する。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

600 0 0 0 687

５　生涯学習部

（１）博物館等の魅力向上～入館者100万人をめざして～

　県立博物館等の入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

54,000 11,738 10,807 1,249 10,035 33,829

(前年度実績) 12,142 7,744 19,728 8,364 47,978

130,000 15,770 22,337 18,079 21,102 77,288

(前年度実績) 25,880 30,048 17,506 16,077 89,511

128,000 33,347 30,260 38,144 40,442 142,193

(前年度実績) 39,919 28,055 32,717 27,204 127,895

前年度並 68,838 106,167 78,509 56,574 310,088

(前年度実績) 81,149 112,354 78,181 57,656 329,340

129,693 169,571 135,981 128,153 563,398

近代美術館入館者数

歴史博物館入館者数

生命の星・地球博物館入館者
数

合計

項目
年間目標

(計画人数)

　　　　　　実績人数　　　　　　　（単位：人）　

金沢文庫入館者数

190

実　績　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

687見学者数

実施生徒数

項目
年間目標
（計画）

129,693 169,571 135,981 128,153 563,398合計



（２）放課後子ども教室推進事業補助金の交付

　　放課後子ども教室推進事業を実施する市町村に対し、補助金を交付している。

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

22市町村 0 0 0 0 22 22市町村

47,559千円 0 0 0 0 45,945 41,349千円

開催期間 入館者数 開催期間 入館者数

－ － － －

－ － － －

12/6～12/272,218名 

1/6～1/18 1,914名 

　

12/6～1/18  8,000名
「発掘された御仏と仏
具　－神奈川の古代・
中世の仏教信仰－」

　県民を対象として、埋蔵文化財および考古学に対する理解を深めることを目的として、講座を開
催している。

第４四半期実施予定

第４四半期実施予定

（３）埋蔵文化財の普及活動の充実

　ア　「かながわの遺跡展」の実施状況

時期
計画 実績

第４・四半期

　イ　考古学講座の実施

項目
年間目標

第３・四半期

　実績回数（日付）　　　　　　　

第１・四半期

第２・四半期

遺跡展の内容

　郷土神奈川の 歴史に関心を持ち、考古学、埋蔵文化財についての理解を深めることを目的に、
県内の発掘調査によって出土した資料をテーマに沿って展示している。

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

　　　    交付決定額　　　　　　　　(単位：千円)
前年度

市町村数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

6回 1回 3回 2回 1回 7回

1,000名 175名 504名 207名 209名 1,095名 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

50,000 9,480 7,465 6,155 5,434 28,534

17,816 7,181 5,228 4,849 35,074

　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

1,000 0 0 900 0 900

0 0 693 0 693

10/26(65名)
12/7(142名)

3/14

参加者数（合計）

項目
年間目標
（計画）

開催回数

開催期間
（及び参加者数内訳）

５月～３月 5/17
7/13(185名)
8/30(168名)
9/20(151名)

（４）「鎌倉」の魅力発信

　「鎌倉」の更なる魅力発信を行うため、将来の文化財保護を担う中学生を対象として文化財保護
ポスターを募集している。

アクセス件数

前年度実績

　イ　文化財保護ポスター応募作品数

項目
年間目標
（計画）

　実績件数　　　　　　　　　(単位：点)

　ア　神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会ホームページへのアクセス件数

　　　「鎌倉」の更なる魅力発信を行うために、HPを活用して情報を提供している。

項目
年間目標
（計画）

　実績件数　　　　　　　　　(単位：件)

応募作品数

前年度実績



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

項目 実績・進捗状況

（５）県民のスポーツ活動の推進

これまでに引き続き、レクリエーション指導者
派遣事業や県内各地で開催されるイベントにお
いて、3033運動の普及・啓発に取り組んだ。

これまでのレクリエーション指導者派遣事業や
県内各地で開催されるイベントにおける取組の
他、県内企業向けに実施する3033運動講習会の

「県民スポーツ週間」の実施（10月）

10月に実施する「県民スポーツ週間」に向け
て、告知ポスターの作成及び実施イベントの計
画・募集等を行った。

第一四半期に引き続き、実施イベントの計画・
募集等を行い、県のたより、FM放送等で周知を
図った。

県が主催する中央イベントの他、関連事業が県
内各地で多くの県民の参加により実施された。

今後の事業展開に生かすため、実施事業のまと
めを行った。

3033運動の普及・啓発によるスポーツの習
慣化

3033運動をはじめとする生涯スポーツの普及・
啓発を推進するため、「3033生涯スポーツ推進
会議」を実施するとともに、レクリエーション
指導者派遣事業を実施した。

県内各地で開催されるイベントにおいて、体力
測定やスポーツ体験コーナー等を設けるととも
に、3033運動の普及・啓発に取り組んだ。

第４四半期
他、県内企業向けに実施する3033運動講習会の
取組み強化に取り組んだ。



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

局長評価

　教育局の取組方針を策定し、年間目標の達成に向けて着実に業務を推
進した。
　「県立高校改革の推進」として、県立高校改革推進検討協議会からの
報告を受けて、基本計画策定に着手した。また、神奈川県いじめ問題対
策連絡協議会を開催し、県いじめ防止基本方針への取組状況やいじめ防
止対策の今後の方向性について協議するとともに、「食育と給食の地産
地消の推進」に努めるため、モデル地区での取組成果を県内市町村に発
信した。
　今後とも、より効果的な業務運営に努めていく。

　「県立高校改革の推進」として、県立高校改革基本計画（仮称）【素
案】を作成した。また、「いのちの授業の推進」として、学校の授業を
通して感じた「いのちの大切さ」や、「他人への思いやり」等の作文を
募集し、「博物館等の魅力向上」においては、より多くの方に博物館等
をご利用いただけるよう、新たな情報ツールとしてツイッターによる情
報提供を開始した。
　今後とも、適正かつ効果的な業務運営に努めていく。

　「県立高校改革の推進」として、県立高校改革基本計画(仮称)【素
案】に対するパブリックコメントを実施し、また、県立高校改革フォー
ラムを実施した。
　また、「いのちの授業の推進」においては、小・中学生に、自身とし
て存在することの尊さを認識できる心を育てる「詩の授業」を実施する
とともに、「インクルーシブ教育の促進」においては、障害のある子ど
もたちを含む、すべての子どもが同じ場で共に学び共に育つ教育を考え
る「インクルーシブ教育推進フォーラム」を開催した。
　さらに、「鎌倉の魅力発信」において、次代を担う子どもたちが文化
財を守る心を育むため、文化財保護ポスターを募集し入賞作品を決定し
た。
　引き続き、効果的な業務運営を行い、年間計画の達成に努める。

　「県立高校改革の推進」として、県立高校改革基本計画を公表した。
　また、「いのちの授業の推進」として、「いのちの授業」大賞表彰式
を実施し、「いのちの授業」を受けて感動したことが書かれた作文の優

第４四半期

を実施し、「いのちの授業」を受けて感動したことが書かれた作文の優
秀作品を表彰するとともに、「特別支援学校における就労支援の促進」
に努めるため、障害者雇用に先進的に取り組む企業の保護者見学会を実
施した。
　さらに、「食育と給食の地産地消の推進」において、「かながわ学校
給食地場物利用促進運動」における取組について、各地域のＪＡ担当者
と市町村との情報交換会を実施し、学校給食における地産地消に努め
た。
　年間計画の達成のため、着実な業務運営を行った。



総合評価

　平成26年度教育局の取組方針を策定し、かながわ教育ビジョンに掲げ
た理念の実現に向け、かながわの人づくりに関わる様々な方々との共
感・共有に基づく協働・連携を一層拡大し、教育施策を進めることなど
の基本方針に基づき、目標達成に取り組むことで、概ね年間目標を達成
することができた。おもな年間目標の達成状況はつぎのとおりである。

【目標を達成した取組】
◆「かながわ教育ビジョンの推進」では、「かながわ人づくりコラボ
2014」などを開催し、県民との教育論議を行うことで、かながわ教育ビ
ジョンに掲げた施策の方向性の検証と、様々な主体との協働・連携によ
る人づくりの推進を図った。
◆「食育と給食の地産地消の推進」では、生産者と連権を図り、メール
マガジン「学校給食地場産通信」の作成配布、「かながわ学校給食地場
産物利用促進運動」の取組等を行い、モデル地区での取組成果の発信を
行い地場産活用について理解を図った。
◆「いのちの授業」の推進では、「いのちの授業」を受けて感動したこ
とが書かれた作文を募集し、応募作品の中から優秀作品を「いのちの授
業大賞」として表彰した。
◆「いじめ等問題行動への総合的な取組の推進」では、神奈川県いじめ
問題対策連絡協議会を開催し、「神奈川県いじめ防止基本方針（仮
称）」等について協議をし、取りまとめを行った。

【目標を達成できなかった取組】
◆不祥事根絶に向けた取組については、個別に見ると、25年度と比較し
て下回った事例（「わいせつ」は25年度８人から26年度７人に減少）も
あったが、26年度の懲戒処分者数が22名で年間目標（11名以下）を大き
く上回った。
◆博物館の入館者数については、個別に見ると、25年度と比較して上
回った館もあったが、26年度の４館合計入館者数は563,398人、各館が
掲げる目標人数の合計、642,000人を下回った。

　平成26年度の業務運営状況を踏まえ、平成27年度においても、かなが
わの人づくりに関わる様々な方々との共感・共有に基づく協働・連携を

連絡先（電話番号） 045-210-8113

わの人づくりに関わる様々な方々との共感・共有に基づく協働・連携を
一層拡大し、教育施策を進める。


