
局名 部名

政策局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、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。
（注４）事業費には、政策局本庁各室課における事務用消耗品購入代等を含みます。また、維持管理費には、東京事
　　　務所維持運営費並びに小田原合同庁舎借上料及び維持管理業務に係る経費を含みます。

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0101/

所属のホームページ

総務室

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 政策局総務室は、主に、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、オリンピック・パラリンピック、企業連携に関する事務などを行っ

ています。 

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

110 20 19 37 34 110

0

0

110 20 19 37 34 0 110

項目 (再)配当額

事業費 86,635 2,795 5,144 5,690 7,888 12,355 33,871

維持管理費 539,958 24,225 245,814 29,177 226,811 1,062 527,089

計 626,593 27,019 250,958 34,867 234,699 13,417 560,960

101,347 69,468 107,330 75,691 353,836

128,367 320,426 142,197 310,390 13,417 914,796

△ 128,347 △ 320,407 △ 142,160 △ 310,356 △ 13,417 △ 914,687

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 31 32 32 33

上記以外の職員 5 5 5 5

計（人） 36 37 37 38

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0101/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500371/


Ⅳ　業務実施状況

１　局の枠を超えた未成熟課題の調整 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　県議会との円滑な調整

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　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

「かながわビジネス情報便」の配信数

（前年度実績）

各四半期末実績（単位:件）

項目 実績・進捗状況

　全庁的な政策課題を集中的に議論する
クロスファンクションラウンドテーブル
に積極的に参画し、新たな政策形成に取
り組むほか、所管の定まらない新たな未
成熟課題に取組み、具体の政策形成にい
たるまでの道筋を明確化します。

項目

政策レビューに向けて、「県西地域活性化」
などのテーマについて調整を図るとともに、
かながわグランドデザインのプロジェクト
「地域資源を活用したにぎわい拠点づくり」
などの点検作業に着手した。

年間目標

平成27年度の事業実施に向け、政策レビュー
を実施するとともに、「かながわグランドデ
ザイン実施計画」最終年度の点検レビューを
行った。

政策レビューの結果を踏まえ、予算化に向け
た調整を図るとともに、国の地方創生の動き
を見極めながら、人口減少・社会対策につい
て全庁的な検討を行った。

地方創生に緊急的に取り組むために、県西地
域活性化、三浦半島活性化、新たな観光の核
づくりなど、平成27年度の新たな政策展開を
予算化につなげた。また、「かながわパラス
ポーツ推進宣言」を取りまとめた。

項目 実績・進捗状況

　執行機関の総合窓口を担う政策局とし
て、本会議や予算委員会などの運営が円
滑に行われるよう、県議会と各局の間で
的確な調整を行います。

第２回定例会で提案した47議案（議案46件、
専決処分１件）について、すべて可決及び承
認された。

第３回定例会（９月・10月）で提案した25議
案について、23議案が可決され、決算認定に
係る２議案は決算特別委員会に付託された。

決算特別委員会に付託されていた決算認定に
係る２議案が認定されるとともに、第３回定
例会(11月・12月)で提案された55議案につい
て、すべて可決された。

第１回定例会で提案した平成26年度関係44議
案（議案41件、専決処分３件）及び当初予算
議案を含む平成27年度関係62議案について、
すべて可決又は承認された。

　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た取組みを進めます。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500371/ 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500371/


第３四半期

第４四半期

４　「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

５ ラグビーワールドカップ2019開催事業

第４四半期

　ラグビーワールドカップ2019の日本開
催に当たり、横浜国際総合競技場での大
会開催を成功させるため、横浜市、
RWC2019組織委員会等と連携して大会運営
準備・ラグビーの機運醸成のための取組
を進めます。

平成27年３月２日に、横浜市・神奈川県が共
催で12の開催都市の一つに選ばれたため、横
浜市、RWC2019組織委員会等との調整を開始し
た。

項目 実績・進捗状況

異なる業種に携わる若手社員･職員がコ
ミュニケーションを図ることで、 新たな
発想や思考方法を互いに学び、資質向上
につなげることを目的に、 「モーニング
会」等を開催します。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

　
　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。

10月及び11月に２回開催したモーニング会に
おいて、「人口減少社会にどう立ち向かう
か」をテーマに グループに分かれて、様々な
意見交換を行った。

２月にモーニング会派生企画として、横浜弁
護士会と連携し、企業の若手・県職員を対象
とした「刑事模擬裁判」を開催した。
裁判劇を通じ、経験や立場などによる考え方
の多様性等を学んだ。

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。

http://www.kanagawa2020.jp 

11月開催のモーニング会の様子 

開催都市発表パブリック

ビューイングの模様 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500371/


６　不祥事防止の徹底

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

   

引き続き、県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンク
ションの視点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等
を行った。また、「かながわビジネス情報便」の配信数が、年間目標
5,000件を大幅に超える20,218件となった。

引き続き、県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンク
ションの視点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等
を行った。また、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、海外オリンピック委員会の視察受入等を実施した。さらに、
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
開催都市に決定するなど、着実に事業の進捗を図ることができた。

045-210-3029連絡先（電話番号）

項目 実績・進捗状況

　「政策局５つの重点取組項目」を定め
て局内所属に周知、浸透を図り、政策局
全職員に「不祥事ゼロ」を根付かせ、職
場会議や職場研修などの取組みについ
て、各所属の実情に合った実効ある対策
の実施ができるよう支援します。

政策局不祥事防止会議を開催し、「政策局５
つの重点取組項目」を決定した。また、各所
属において、所属独自の取組項目及び日常点
検チェックリストの見直しを実施した。さら
に、経理事務に係るヒヤリ・ハット事案を各
所属に情報提供した。

政策局長からの局職員向けメッセージ（夏季
休暇中における不祥事防止の徹底について）
を発信した。また、総務室の職場研修を実施
した。さらに、経理事務に係るヒヤリ・ハッ
ト事案を各所属に情報提供した。

政策局長からの局職員向けメッセージ（年末
年始にあたっての留意事項について）を発信
した。また、経理事務に係るヒヤリ・ハット
事案を各所属に情報提供した。

各所属における今年度の不祥事防止研修実施
状況について、適正に実施されていることを
確認した。また、経理事務に係るヒヤリ・
ハット事案を各所属に情報提供した。

所属長評価

県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンクションの視点
による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等を行うなど、
良好に業務運営を行っている。

引き続き、県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンク
ションの視点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等
を行った。また、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や、企業との連携拡大に向けた「モーニン
グ会」の開催など、計画的に事業の進捗を図ることができた。

県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンクションの視点
による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等を行うなど、
良好に業務運営を行った。また、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みを着実に進めることができた。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500371/

