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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0103/

所属のホームページ

市町村課（選挙管理委員会）

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

第１号様式

所属進行表

市町村課では、市町村の行財政基盤の充実強化に向けた支援等を行っています。

主な業務内容は、次のとおりです。

・市町村行財政に係る協議、助言及び連絡調整

・市町村への権限移譲の推進

・各種選挙の管理・執行

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

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

3,552,981 1,377 1,997,073 985,949 -13,473 2,970,926

905 3 736 11 2,703 3,453

10,901,118 1,701,923 2,295 1,997,084 8,248,623 △ 13,473 11,936,452

項目 (再)配当額

事業費 13,897,997 195,470 1,380,027 2,668,445 5,204,686 2,494,853 11,943,481

維持管理費 0

計 13,897,997 195,470 1,380,027 2,668,445 5,204,686 2,494,853 11,943,481

122,067 81,221 133,984 102,938 440,210

収
入

収入科目 収入済額

市町村自治振興事業収入

国庫支出金

その他

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

人件費　（注１）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

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 - -

（注）常勤職員45人のほか、市町村からの派遣職員６人が配置されています。

（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。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

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

  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。

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

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

3,552,981 1,377 1,997,073 985,949 -13,473 2,970,926

905 3 736 11 2,703 3,453

10,901,118 1,701,923 2,295 1,997,084 8,248,623 △ 13,473 11,936,452

項目 (再)配当額

事業費 13,897,997 195,470 1,380,027 2,668,445 5,204,686 2,494,853 11,943,481

維持管理費 0

計 13,897,997 195,470 1,380,027 2,668,445 5,204,686 2,494,853 11,943,481

122,067 81,221 133,984 102,938 440,210

317,537 1,461,248 2,802,429 5,307,623 2,494,853 12,383,691

1,384,386△ 1,458,952 △ 805,345 2,940,999△ 2,508,326 △ 447,239

収
入

収入科目 収入済額

市町村自治振興事業収入

国庫支出金

その他

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 45 45 45 45

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 46 46 46 46

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0103/


２　市町村への権限移譲の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

２事務以上 0 6 0 0

３  人事評価制度の導入に対する取組みへの支援

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

４回以上 4 3 3 2

４  市町村事業推進交付金の的確な運用とさらなる手続き等の改善

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１項目以上 0 0 0 2

５　業務実績

権限移譲対象事務
の拡充

項目
実績事務数　　　　　　　　　　(単位：事務)

運用上の課題の洗
い出しと規程類の
見直し

年間目標
（計画）

  住民に身近な行政は、できる限り基礎自治体である市町村が担うことを基本として、市町村の主体
性を尊重しつつ、事務処理の特例に関する条例による県から市町村への権限移譲を積極的に進める。

  人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることを内容とする地方公
務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案が、平成26年４月25日に成立した。施行期日
が公布日から起算して２年を超えない範囲において政令で定める日となっていることを踏まえ、市町
村の人事評価制度の導入に対する取組みを積極的に支援する。

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

累計

6

2

人事評価制度の導
入に対する取組み
への助言・情報提
供回数

12

  平成26年度に創設した市町村事業推進交付金について、市町村及び関係部局と連携して的確な運用
を図る。また、市町村等からの改善要望を把握した上で、さらなる手続き等の改善を進める。

項目
年間目標
（計画）

実績項目数　　　　　　　　　　　（単位：項目）　

累計

５　業務実績

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

【神奈川県議会議員選挙及び県知事選挙の
適正な執行に向けた準備】
  平成27年４月執行予定の神奈川県議会議
員選挙及び神奈川県知事選挙について、神
奈川県議会議員の定数等に関する条例の改
正による議員定数の削減及び選挙区名称の
変更等に適切に対応するとともに、経年に
より安定的な運用が困難になっている投開
票速報システムを新たに構築しなおし、市
区町村選挙管理委員会等と連携しながら、
選挙の適正な執行に万全を期す。

  定数等条例の改正についてホームページに
よる周知を行い、また、投開票速報システム
構築の事業者を決定し、具体的な調整を開始
した。

　投開票速報システムに係る要件定義及び基
本設計等に関する調整をシステム構築事業者
と行った。

　投開票速報システムの開発、セットアッ
プ、テストを順次進めた。

  定数等条例の改正について県のたより等に
よる周知を行い、また、投開票速報システム
構築を終え、市町村向けの操作研修会やリ
ハーサルを行うなど、統一地方選挙に向けた
準備を進めた。

【市町村振興資金貸付金による支援】
  休眠・廃止施設の除却が進めば、維持管
理費が軽減され、跡地利用の活用の幅が広
がるなど、市町村の財政基盤の強化につな
がることから、市町村が実施する公共施設
等の解体撤去費に対して、市町村振興資金
貸付金による支援を拡大する。

  市町村振興資金貸付金による支援策の検討
を行った。

  市町村振興資金貸付金による支援策の活用
見込みについて調査を行った。

  支援策の活用見込み調査を踏まえ、平成27
年度当初予算に反映するべき施策について庁
内調整を行った。

　公共施設等の解体撤去費に対する市町村振
興資金貸付金による支援については、引き続
き調整することとなったが、貸付上限額の引
上げや貸付対象の拡大など、市町村の財政基
盤の強化につながるその他の支援について
は、拡大することができた。は、拡大することができた。



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　　

【市町村税務行政の適正な執行の支援】
  市町村税務行政の適正な執行のため、市
町村税務行政の課題に対する支援を推進す
る。
  特に、平成27年度固定資産税評価替に当
たり、評価替えに関する適切な情報提供及
び県内市町村間の評価額の均衡を図ること
により、適正な評価替えを実施する。

  平成26年度税制改正に係る市町村の条例改
正状況等について、市町村からの要望を踏ま
え、各市町村の対応状況を取りまとめ、情報
提供を行った。
  また、平成27年度固定資産税評価替えに当
たり、市町村職員を対象とした評価事務研修
会の開催に向け、外部講師の招聘などについ
て連絡調整を行った。

　県と市町村が共同で実施する個人住民税に
おける特別徴収の推進について、県税事務所
と市町村が行う共同事業等の円滑な実施を図
るため、「個人住民税特別徴収推進の取組み
に関する県・市町村連絡会議」を開催した。

　平成27年度固定資産税評価替えに向けて、
市町村における適正な評価事務に資するた
め、総務省課長補佐等を講師に招き、「平成
27年度固定資産の評価替えに向けた研修」を
開催した。
　また、県内市町村間の評価額の均衡を図る
ため、神奈川県土地評価協議会及び神奈川県
固定資産評価審議会を開催した。

　平成27年度税制改正に向けて、市町村にお
ける条例改正や適正な賦課徴収事務に資する
ため、「市町村税務主管課長会議」を開催し
た。
　また、県内市町村間の評価額の均衡を図る
ため、神奈川県固定資産評価審議会を開催し
た。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

045-210-3166連絡先（電話番号）

所属長評価

  県施策の展開における各市町村企画財政部門との積極的な調整や、
市町村の人事評価制度導入に対する積極的な支援など、県及び市町村
の双方の迅速かつ円滑な施策の推進に寄与した。

  各種業務の着実な推進を図るとともに、衆議院の解散に伴い12月14
日に執行された衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査につ
いて、短い準備期間の中、適正に管理執行を行った。

  ４月12日執行の神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙に向け
て全課体制で諸準備に当たる中、通常業務についても、それぞれの課
題の解決を図りつつ、着実に遂行した。

  市町村交流職員経験者のデータベース化や神奈川県議会議員選挙及
び神奈川県知事選挙に向けた諸準備など、業務上の諸課題について、
市町村とも調整・連携しながら、迅速かつ着実に取り組んだ結果、所
期の成果を収めることができた。

  市町村交流職員経験者のデータベース化について、庁内関係各課や
市町村との調整を行い、データベース構築を前倒しで実現するなど、
引き続き、県及び市町村の双方の迅速かつ円滑な施策の推進に寄与し
た。


