
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

局名 政策局

 政策局は、全庁の未成熟課題や部局横断的な課題に対して、県庁の縦割りを打破し、スピード

感ある対応を実現するために、一丸となって施策形成を支援しています。また、政策局として積

極的に課題を発掘し、各局に働きかけ、県全体の政策が厚みを増すよう努めています。 

 

 主な業務内容は、以下のとおりです。 

 

・ 知事・副知事の秘書業務、皇室関係及び表彰等に関する事務、知事の特命事項に関する事 

 務 

 

・ 政策局及び地域県政総合センターの人事管理に関する事務、政策局内の庶務、企画調整及 

 び経理に関する事務 

 

・ 県行政の総合的企画や総合計画の策定、科学技術政策の総合的企画や大学との連携推進、 

 土地及び水資源の総合的企画及び調整、条例案等の審査や県公報の編集及び発行等 

 

・ 市町村行政に係る協議、助言及び連絡調整、広域連携の総合的企画及び調整、地域政策の 

 総合的企画及び調整 

 

・ 情報化に係る総合的企画及び調整、地域の情報化の推進、情報システムの全体最適化、情 

 報セキュリティポリシー、情報システムの開発、神奈川県情報公開条例及び神奈川県個人情 

 報保護条例に基づく事務 

 

・ 基地対策の企画及び調整、基地の整理、縮小及び返還の促進、駐留軍に関する連絡及び調査、 

 基地周辺の生活環境に関する事務 

http://kanakanakazoku.com/
http://www.kanagawa2020.jp/
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http://feelshonan.jp/
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Ⅱ　収支の状況

　（第１・四半期の主な収入・支出の状況）

　（第４・四半期の主な収入・支出の状況）

　（出納整理期間の主な収入・支出の状況）

(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

市町村自治振
興事業収入

7,347,232 1,701,920 183 7,259,970 8,962,073

国庫支出金 5,236,481 609,479 204,674 2,161,832 1,127,296 496,690 4,599,971

諸収入 206,834 58,978 39,365 45,303 45,692 21,269 210,607

財産収入 14,135 11,410 1,215 429 2,006 15,060

使用料及び手
数料

4,243 3,618 520 507 303 4,948

収入計(A) 12,808,925 2,385,406 245,957 2,208,070 8,435,269 517,959 13,792,660

項目 (再)配当額

事業費 21,415,749 1,501,092 2,603,083 4,533,003 6,975,209 3,180,778 18,793,162

維持管理費 588,011 28,052 257,255 38,117 248,329 3,390 575,142

計 22,003,761 1,529,143 2,860,338 4,571,120 7,223,538 3,184,168 19,368,305

1,127,844 763,668 1,178,327 813,744 3,883,581

2,656,985 3,624,005 5,749,446 8,037,280 3,184,168 23,251,888

△ 271,579 △ 3,378,048 △ 3,541,376 397,989 △ 2,666,209 △ 9,459,228

　収入では、地域活性化･地域住民生活等緊急支援交付金５億3,641万円、統計調査関係委託金
の精算△6,131万円などとなっています。（いずれも国庫支出金）

（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。

　支出では、市町村事業推進交付金９億9,170万円、県議会議員及び知事選挙費７億6,465万円
などとなっています。（いずれも事業費）

収入済額

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

支出計(B)

収
入

　収入では、前年度からの繰越金17億192万円（市町村自治振興事業収入）、国からの統計調
査関係委託金6億947万円（国庫支出金）などとなっています。

　支出では、統計調査関係費4億8,883万円、高度情報化推進事業関係費4億932万円などとなっ
ています。（いずれも事業費）

　収入では、国からの統計調査関係委託金2億184万円（国庫支出金）、企業庁からの電子計算
組織運営費負担収入2,346万円（諸収入）などとなっています。

　(第２・四半期の主な収入・支出の状況）

　支出では、市町村振興宝くじ交付金11億7,823万円、高度情報化推進事業関係費7億8,458万
円などとなっています。（いずれも事業費）

　(第３・四半期の主な収入・支出の状況）

　収入では、国からの衆議院議員総選挙費委託金19億4,797万円、統計調査関係委託金1億
6,475万円などとなっています。（いずれも国庫支出金）

　支出では、衆議院議員総選挙執行費18億4,412万円、高度情報化推進事業関係費8億2,205万
円などとなっています。（いずれも事業費）

　収入では、市町村振興資金貸付返納金72億5,979万円（市町村自治振興事業収入）、国から
の衆議院議員総選挙啓発推進費委託金９億8,594万円（国庫支出金）などとなっています。

　支出では、市町村振興資金貸付金27億9,500万円、高度情報化推進事業関係費8億5,603万円
などとなっています。（いずれも事業費）
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Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

393 394 393 394

45 46 47 47

438 440 440 441

Ⅳ　業務実施状況
１　知事室

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

２　総務室

（１）企業に向けた情報発信とニーズの把握

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5,000 586 20,218 20,283 20,315

486

項目 実績・進捗状況

広報戦略業務
（戦略的な広報の推進）

重点施策に関するメディアへのプロモーション
やウェブサイトの開設等を行った。

　企業向けの県施策を積極的に企業に周知するため、「かながわビジネス情報便」の配信数の増加に取
り組むとともに、企業との連携拡大に向けて、積極的に企業ニーズの把握に努めます。

「かながわビジネス情報便」の配信数

各四半期末実績（単位:件）

（前年度実績）

常勤職員

区分

計（人）

配置職員数
上記以外の職員

項目 実績・進捗状況

知事・副知事の秘書業務

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随
行業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

重点施策に関するメディアへのプロモーションや
ウェブサイトの運営を行うとともに、県ホーム
ページの新デザイン公開を行った。

重点施策に関するメディアへのプロモーションや
ウェブサイトの運営を行うとともに、県ホーム
ページの新デザイン公開後の課題に対する調整・
最適化作業を行った。

重点施策に関するメディアへのプロモーションや
ウェブサイトの運営を行うとともに、県ホーム
ページのトップページに「動画で見る神奈川」の
バナーを追加する作業等を行った。

項目 年間目標

http://kanakanakazoku.com/ 

http://kanakanakazoku.com/
http://www.kanagawa2020.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/705055.pdf
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（２）「オリンピック・パラリンピックのための神奈川ビジョン２０２０」（仮称）の策定と推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　政策部

（１）アグレッシブな職員提案の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20 0 8 0 13

- - - - 14

8 0 3 1 0

100 16 33 38 18

- 20 30 15 12

「職員提案事業推
進費」を活用した
機動的な予算化

4

　職員が提案しやすい環境のもと、職員一人ひとりの政策立案力を活かし、職員が新しい発想で様々な
課題に取り組めるよう職員提案を実施し、その優れたアイデアを政策に結びつけることにより、職員の
やる気を喚起し、意欲を持って積極的に取り組む県庁を作る。

項目 年間目標
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

（前年度実績） 14

　
　市町村の意見を聴取し、また県民からア
イデアを募集して、ビジョンを策定しま
す。
　また、市町村及び関係団体とともに事前
キャンプ誘致委員会（仮称）を設置し、
オール神奈川として取組む体制を構築する
とともに、県内の練習施設や宿泊施設の情
報をとりまとめたパンフレット・ホーム
ページを作成し、神奈川のパワーを情報発
信するなど、具体的な誘致活動を展開しま
す。

ビジョンに関し、市町村意見照会及び県民アイ
ディア募集を実施。総務政策常任委員会に報
告。

「オリンピック・パラリンピックのための神奈
川ビジョン２０２０」を策定。また県内全市町
村とともに「神奈川２０２０事前キャンプ誘致
等委員会」を設置。

事前キャンプ誘致に向けた、県内の練習施設や
宿泊施設の情報をとりまとめたパンフレット・
ホームページを作成するとともに、駐日大使館
や競技団体等に対し、本格的な誘致活動を開
始。

事前キャンプの誘致に向けて、海外競技団体等
へ誘致活動を実施するとともに、海外オリン
ピック委員会の視察受入を実施。
また「かながわパラスポーツ推進宣言」を１月
に発表し、横浜マラソンEXPO2015や庁舎公開日
にあわせパラスポーツの体験会を実施。

項目

職員提案による知
事表彰件数

21

実績・進捗状況

「政策局長アイデ
ア投函箱」若手職
員の投函件数

105

（前年度実績） 77

http://www.kanagawa2020.jp/ 
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http://feelshonan.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://feelshonan.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/


（２）政策形成支援

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

（３）かながわグランドデザインの点検

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（４）政策研究の実施 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 0 1 0 5

－ 0 2 0 6

（５）(公財)神奈川科学技術アカデミー(KAST)の活動への支援

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

調査・研究件数 6

前年度実績 8

　　喫緊の課題や中期的な対応が必要となる政策課題・テーマに関して、調査を実施する。

項目
年間目標
（件数）

実績　　　　　　　　　　　（単位：件）　
累計

項目 実績・進捗状況

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦
略総合特区の目標実現を促進するなどの
ため、ＫＡＳＴによる先端的な研究活動
の推進や、ライフサイエンス分野におけ
る企業・研究機関等との連携などを支援
する。

ＫＡＳＴの各研究プロジェクトに対して、審査
の上財政的支援(補助金の交付決定)を行った。

ＫＡＳＴの各研究プロジェクトに対して、実施
報告を受け、財政的支援を行った。

ＫＡＳＴの各研究プロジェクトに対して、実施
報告を受け、財政的支援を行った。

　ＫＡＳＴの各研究プロジェクト等に対して、
実施報告を受け、財政的支援を行った。（漢方
E-Learningの配信開始）

かながわグランドデザイン実施計画の最終年
度における点検の実施。

点検基本方針を定め、点検の視点及び内容を示
した。

点検報告書（素案）のとりまとめに向け、点検
レビューを27プロジェクトについて実施した。

点検報告書（素案）をとりまとめ、県民からの
意見募集を実施した。

点検報告書を３月に公表した。

タイムリーな政策レビューの実施と予算化へ
の橋渡しを年間を通じて実施。

政策レビュー実施方針を定めた。

政策課題レビュー（37項目）を実施し、予算化
へ橋渡しした。

政策課題レビュー（４項目）を実施し、予算化
へ橋渡しした。

政策課題レビューの実施なし

項目 実績・進捗状況

部局横断的な政策課題に対して、迅速な解決
に向けて関係局で議論を行う場や企画調整官
ミーティングを活用したクロスファンクショ
ンの場の設定。

部局横断的な課題等の解決に向けて、速やかに
ミーティング等を実施した。実施回数：８回

部局横断的な課題等の解決に向けて、速やかに
ミーティング等を実施した。実施回数：４回

部局横断的な課題等の解決に向けて、速やかに
ミーティング等を実施した。実施回数：４回

部局横断的な課題等の解決に向けて、速やかに
ミーティング等を実施した。実施回数：５回

項目 実績・進捗状況

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4895/p
14239.html 
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（６）県内大学等との連携･交流の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　自治振興部

（１）市町村との円滑な調整の支援

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 21 8 9 12

Ｈ27.３
完了

- 完了 - -

市町村関係施策に
関する調整件数

50

市町村交流職員経
験者のデータベー
ス化

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

大学と協定締結に向けた協議を行ったほか、
「理工系大学連絡会議」を開催し、事業実施に
向けた調整や意見交換を行った。

「大学発・政策提案制度」による提案を3件（3
大学）採択した。
　大学生向け「課題解決力向上プロジェクト学
習」及び「かながわ発・中高生のためのサイエ
ンスフェア」を実施した。

学長・知事懇談会を実施。県内大学代表者と意
見交換を行った(テーマ：大学と地域との連
携)。

東海大学と包括連携協定を締結。包括連携協定
を締結している横浜市立大学及び東海大学と連
携事業の推進に向けた会議を開催。

県内大学との連携強化と交流促進に向
け、協定の締結に向けた連絡・調整を行
うとともに、当該協定の実践的な活用を
図る。

  市町村が関係する県施策の展開に当たり、市町村課が持つ市町村の企画財政部門との良好な関係を最
大限活用し、スムーズな調整が図られるよう努力する。
  また、市町村交流職員（県⇒市町村、市町村⇒県双方で累積4000名以上）が個々に持っている関係を
データベース化し、課題に応じて、その人脈を活用した調整を図る。

項目 実績・進捗状況
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http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/705055.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4895/p14239.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417815/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/
http://feelshonan.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://feelshonan.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/


（２）新たな観光の核づくり 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

新たな観光の核づくり
・新たな観光の核づくり等促進交付金市町村プ
レゼンテーションの実施及び交付金の交付
・本庁舎一般公開での物販及びＰＲの実施

・新たな観光の核づくり等促進交付金の交付
・本庁舎一般公開でのＰＲの実施

・新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会
現地視察（大山地域）
・本庁舎一般公開での物販及びＰＲの実施

・新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会
現地視察（大磯地域）
・新たな観光の核づくり構想地域・広報用映像
資料制作
・本庁舎一般公開での物販及びＰＲの実施

項目 実績・進捗状況

平成26年５月23日県庁本庁舎大会議場での「新た

な観光の核づくり等促進交付金 市町村プレゼン

テーション」 の様子 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4178
15/ 

新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会

現地視察（大山地域）の様子 

新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会

現地視察（大磯地域）の様子 

http://feelshonan.jp/ 

新たな観光の核づくりアドバイザリー委員会

現地視察（大磯地域）の様子 

http://kanakanakazoku.com/
http://www.kanagawa2020.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/705055.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4895/p14239.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417815/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/
http://feelshonan.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://feelshonan.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/


（３）水のさと　かながわ

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（４）県西地域活性化事業

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

水のさと　かながわ
・「水のさと かながわ」広報用映像資料の作成
（完成は第2四半期）
・かながわシープロジェクト第１回プロデュー
ス会議の開催

・「水のさと かながわ」広報用映像資料の新宿
駅ＪＲ線西口改札前液晶ビジョン等での放映
・かながわシープロジェクト第２、３回プロ
デュース会議の開催

・かながわシープロジェクト公式ＷＥＢサイト
（FeelSHONAN）公開

・かながわシープロジェクト第４、５回プロ
デュース会議の開催

・かながわシープロジェクト第６、７、８回プ
ロデュース会議の開催

・本庁舎一般公開でのマリンスポーツ体験イベ
ントの実施

項目 実績・進捗状況

県西地域活性化事業
・未病いやしの里の駅登録制度の企画
・未病チェックシートを活用したモデル事業の
企画

・未病いやしの里の駅登録施設の募集
・未病チェックシートを活用したモデル事業実
施施設の募集・認定
・漫画のキャラクターを活用した広報の実施

・未病いやしの里の駅登録施設の募集・登録
・未病チェックシートを活用したモデル事業の
実施
・第３回県西地域活性化推進協議会の開催

・未病いやしの里の駅登録施設の募集・登録
・未病チェックシートを活用したモデル事業の
実施
・未病いやしの里サポートコーナーの設置
・県西地域ウォーキングガイドの作成
・第４回県西地域活性化推進協議会の開催

平成26年５月28日リビエラ逗子マリーナでの「かな

がわシープロジェクト・第１回プロデュース会議」 の

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/ 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5300

http://feelshonan.jp/ 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/ 

かながわシープロジェクトのポスター 

未病いやしの里の駅に「未病」について普及

啓発する大型パネルを設置 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/ 

http://kanakanakazoku.com/
http://www.kanagawa2020.jp/
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５　情報企画部

　　電子化全開宣言行動計画の着実な推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　基地対策部

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

電子化全開宣言行動計画に係る取組みについて、
所管課とCIOによるヒアリングを行い、今年度の目
標や進捗状況を把握した。（一部未実施）

10月のICT推進本部会議において、スマート県庁
大作戦の加速化を提案し、グループウェアの利
用やチャットアプリの活用を促進した。

平成26年度12月末現在の取組状況について調査
し、２月のICT推進本部会議及び特別委員会へ報告
を行った。
また、ＩＣカードやテレコミュニケーション等、
「スマート県庁にて今後検討し導入・普及させて
いきたい事項」について２月のICT推進本部会議で
提案した。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

電子化全開宣言行動計画に位置づけられて
いる管理事務トータルシステムやシステム
運用経費の見直しなど、全庁的に大きな影
響を及ぼす事業について、重点的に進行管
理を行う。

平成26年６月11日のICT推進本部会議において、電
子化全開宣言行動計画の進行管理方法が了承され
た。

・池子住宅地区及び海軍補助施設（逗子市域）
の一部土地について、11月30日から共同使用が
開始された。

・１月31日、「池子の森自然公園」の開園式典
に副知事が出席した。
・２月20日、「第17回キャンプ座間に関する協
議会幹事会」にオブザーバー参加した。

基地の整理・縮小・返還を促進していく。
・渉外関係主要都道県知事連絡協議会（渉外知
事会）及び神奈川県基地関係県市連絡協議会
（県市協）の要望書の作成に向けて、とりまと
め作業を進めた。
・６月26日、池子住宅地区（逗子市域）の一部
土地の共同使用や、キャンプ座間一部土地の共
同使用について日米間で合意された。また、６
月30日、深谷通信所が全部返還された。

・渉外知事会及び県市協により基地対策等に関
する要望書を作成し、基地の整理・縮小・返還
の促進について、国に対し要望した。
・９月30日、相模総合補給廠の一部土地（約
17ha）が返還された。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/705055.pdf 

http://kanakanakazoku.com/
http://www.kanagawa2020.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/705055.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4895/p14239.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417815/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/
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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

・基地周辺の日米の良好な関係を形成するた
め、県央地区渉外連絡委員会及び横須賀基地防
犯連絡会議を開催した。
・厚木基地騒音対策協議会を開催し、早期かつ
着実に空母艦載機の移駐等を実施すること等を
内容とする要請を行うことを決定し、国及び米
側に対して要請活動を行った。
・原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ58
日間参加した。

・１月27日、「航空事故等連絡協議会」に出席
し、航空事故等発生時における神奈川県の対応
について説明した。
・２月18日、米軍航空機事故に関するガイドラ
インに基づく実動訓練に参加した。
・原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ90
日間参加した。

基地負担の軽減にもつながる基地との連携
を推進し、米軍との相互理解と協力関係を
強化していく。

・「ビッグレスキューかながわ」の実施に向け
た準備や、医療分野の交流、県内観光の促進な
ど米軍と調整等を行った。

・８月31日に実施された「ビッグレスキューか
ながわ」に、在日米陸海空軍の医療部隊及び航
空部隊が参加した。
・同日に「災害時の相互応援マニュアル」によ
る在日米陸海軍との防災通信訓練を実施した。

・10月８日、知事と在日米陸軍司令官、在日米
海軍司令官による第３回意見交換会を開催し、
災害時の相互支援、県内観光や医療分野での交
流について意見交換を行った。

・１月23日、神奈川県・横須賀三浦地域５市町
合同図上防災訓練に在日米陸海軍が参加した。

基地周辺住民の安全・福祉を確立し、生活
環境を確保していく。
・国等と共同して原子力艦船に係わるモニ
タリング調査を実施
・基地交付金など国の財政措置の充実を要
請
・空母艦載機移駐の早期実現を要請
・「厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等
に関する協議会」の設置、開催等

・４月17日、渉外知事会として在日米軍基地の
環境管理に関する政府間協定の締結に係る特別
要請を行った。
・第４回移駐等協議会が開催され、国から移駐
の進捗状況等に関する説明を受けた。
・６月26日、米海軍航空機（ヘリコプター）不
時着事故（平成25年12月16日）について、国か
ら県市協として説明を受けた。

・渉外知事会及び県市協により基地対策等に関
する要望書を作成し、基地交付金など国の財政
措置の充実について、国に対し要望した。
・オスプレイ飛来情報を受け、南関東防衛局か
らオスプレイの機体の安全性等についての説明
を受けた。
・７月23日、米海軍航空機の部品落下事故（１
月９日）について国から県市協として説明を受
けた。

実績・進捗状況

http://kanakanakazoku.com/
http://www.kanagawa2020.jp/
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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

045-210-3029

局長評価

　部局横断的な政策課題に対するクロスファンクションの場の設定や職
員提案の推進などにより、県庁全体が政策形成について最大限の力を発
揮するよう、積極的に支援を行った。
　また、次のような事業について、計画的に進捗を図ることができた。
　　・　戦略的広報のためのウェブサイトの開設
　　・　新たな観光の核づくり等促進交付金の創設及び交付
　　・　神奈川の海の魅力を発信するためのかながわシープロジェクト
　　　第１回プロデュース会議の開催

　引き続き、県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
　また、次のような事業について、計画的に進捗を図ることができた。
　　・　県ホームページの新デザインの公開
　　・　かながわグランドデザイン実施計画の27プロジェクトについて
　　　の点検レビューの実施
　　・　新宿駅JR線西口改札前液晶ビジョン等での「水のさと　かなが
　　　わ」広報用映像資料の放映
　　・　漫画のキャラクターを活用した県西地域活性化に係る広報

　引き続き、県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
　また、次のような事業について、計画的に進捗を図ることができた。
　　・　かながわグランドデザインの点検報告書（素案）のとりまとめ
　　　や県民からの意見募集
　　・　かながわシープロジェクト公式ＷＥＢサイト（FeelSHONAN）の
　　　公開
　　・　オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致に向けた本
　　　格的な誘致活動

　引き続き、県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
　また、次のような事業について、計画的に進捗を図ることができた。
　　・　かながわグランドデザインの点検報告書の公表
　　・　地方創生に緊急的に取り組むため、平成27年度の新たな政策展
　　　開の予算化
　　・　オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致活動や海外
　　　オリンピック委員会の視察受入
　　・　横浜市との共同開催で立候補していたラグビーワールドカップ
　　　2019の開催都市に決定

　部局横断的な課題に対するクロスファンクションの場の設定（５回）
や国の施策・制度･予算に関する提案（重点的提案22項目）などを通じ
て、政策局として積極的な施策形成を支援するなど、良好に業務運営を
行った。
　また、「かながわグランドデザイン」の点検や「新たな観光の核づく
り」の推進、「かながわシープロジェクト・プロデュース会議」の開催
など、計画的に事業を推進した。
　さらに、オリンピック･パラリンピックやラグビーワールドカップに向
けた取組においても、着実に事業推進を図った。

連絡先（電話番号）

ラグビーワールドカップ2019

の開催都市発表パブリック

ビューイングの模様 
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