
局名 部名

政策局 自治振興部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注）常勤職員15人の外、市からの派遣職員１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。

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年5月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp
/div/0111/

所属のホームページ

広域連携課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 
所属進行表 

広域連携課長の高瀨です。                  

 広域連携課は、主に次の仕事をしています。 

①地方自治体間の広域連携に関する総合的な企画調整を行っています。 

②国からの権限移譲など地方分権の推進に関する事務を行っています。 

③神奈川県自治基本条例に基づく制度や手続の整備、充実に関する事務の

総括を行っています。 

④平成26年は、九都県市首脳会議の事務局として、首脳会議の開催等を行

いました。 

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

100 100

0

0

0 0 0 0 100 0 100

項目 (再)配当額

事業費 29,763 11,151 4,460 12,255 1,238 195 29,299

維持管理費 0

計 29,763 11,151 4,460 12,255 1,238 195 29,299

49,855 34,152 51,461 31,587 167,054

61,005 38,612 63,716 32,824 195 196,353

△ 61,005 △ 38,612 △ 63,716 △ 32,724 △ 195 △ 196,253

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 16 16 16 15

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 17 17 17 15

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0111/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0111/


Ⅳ　業務実施状況

３　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

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

項目 実績・進捗状況

【地方分権に関する本県の取組方針の検討】
　「地域主権実現のための指針」に基づく取組みについ
て、実施状況の進行管理を行い、その結果を公表する。
　また、平成26年度は同指針の取組期間の最終年度とな
ることから、年度内にこれまで３年間の取組みの点検を
行う。

平成25年度の取組状況を取りまとめた。

平成25年度の取組状況をホームページ上に公表
した。また、点検に向け、主な取組みや成果等
の検証を開始した。

３年間の主な取組みや成果等を取りまとめ、
「地域主権実現のための指針　点検報告書（素
案）」を作成し、県民からの意見を募集した。

３年間の主な取組みや成果等を取りまとめた
「地域主権実現のための指針　点検報告書」を
作成し、公表した。

項目 実績・進捗状況

項目

・近隣自治体と連携し、提案を実現する方向で
積極的に取り組むよう国への要請を行った。特
に、本県知事自ら、九都県市首脳会議の座長と
して、内閣官房長官に対し、直接要請を行っ
た。
・提案の実現に向けて、庁内関係各局と連携
し、内閣府に対して、本県提案に関わるメリッ
トや支障事例等の追加資料を提出した。

　提案の実現に向けた積極的な取組みを行った
結果、１月30日に閣議決定された「対応方針」
において、本県からの提案のうち32件について
権限移譲や規制緩和等の対応が図られることと
なった。

【「第４次一括法」への対応】
　地方分権改革を進めるため、平成26年５月に成立した
｢第４次一括法」の施行に向けて、国から県及び県から
指定都市への権限移譲に着実に対応し、円滑な庁内対応
が図られるよう関係各課と連携した取組を実施する。

第４次一括法等への対応に係る留意点を取りま
とめ、地方分権に関する庁内連絡会議において
各局に周知した。また、同法等による影響調査
（条例等の制定・改正等）を実施し、庁内の対
応状況の把握を行った。

国から提供される第４次一括法等に係る政省令
の制定等の情報を各局に周知した。また、同法
等による影響調査（条例等の制定・改正等）を
実施し、庁内の対応状況の把握を行った。

国から提供される第４次一括法等に係る政省令
の制定等の情報を各局に周知した。また、同法
等による影響調査を実施の上、条例等の整備状
況をとりまとめた。

国から提供される第４次一括法等に係る政省令
の制定等の情報を各局に周知した。また、庁内
の対応状況の把握を行った。

【「地方分権改革に関する提案募集の実施」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　への対応】
　平成26年度から新たに導入された「地方分権改革に関
する提案募集方式」を活用し、積極的に権限移譲と規制
緩和を国に提案し、実現に向けて効果的に国に働きかけ
ていく。

全国知事会や関東地方知事会で移譲を求めてき
た事務・権限等について検討を行い、積極的な
提案に向けて、庁内各課と連携した取組を行っ
た。

実績・進捗状況

庁内で積極的に取り組んだ結果、全国最多とな
る129件の提案を行った。また、提案の実現に向
けて、地方分権改革有識者会議でのヒアリング
の場で本県の考え方を主張するとともに、各府
省からの意見に対しても本県の考え方を示し
た。



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

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

【道州制の検討】
　道州制導入に関する政府、与党の動向の把握に努める
とともに、道州制の検討を開始するための法律の制定に
ついて国に提案する。

道州制導入に関する国の動向を把握し、道州制
の導入に向けた検討を開始する法律の制定を国
へ提案した。

道州制導入に関する国の動向について、引き続
き把握に努めた。

道州制導入に関する国の動向について、引き続
き把握に努めるとともに、九都県市首脳会議等
を通じ、国に対して、道州制の議論に当たって
は地方の意見を十分に尊重するよう求めた。

道州制のあり方について、本県における考え方
を整理するとともに、次年度の国への提案に向
けて検討を開始した。

【九都県市首脳会議事務局としての取組】
　九都県市首脳会議事務局として、庁内及び他都県市と
の連絡調整を行い、円滑に会議を運営するとともに、国
に対し発信力のある九都県市が連携・協調し、地方分権
改革の実現や広域的な諸課題への効果的な取組について
検討し、実施する。

第65回首脳会議(５月20日開催)を事務局として
円滑に運営した。また、風しん対策など、新た
な九都県市共同の取組について検討するととも
に、地方分権改革の推進に向けて、重点項目に
ついて政府首脳に要請活動を行った。

第66回首脳会議(11月12日開催予定)に向けて、
事務局として各種会議の運営や各都県市との調
整を着実に進めた。

第66回首脳会議(11月12日開催)を事務局として
円滑に運営した。また、ガソリンベーパー（ガ
ソリンが蒸発して気化した蒸気）対策など、新
たな九都県市共同の取組について検討するとと
もに、地方分権改革の推進に向けて、重点項目
について政府首脳に要請活動を行った。

平成27年事務局である千葉県に対し、円滑な引
き継ぎを行った。

実績・進捗状況

【指定都市との間の諸課題の調整】
・指定都市がいわゆる「二重行政」であるとして、権限
移譲を求めている事務権限について協議するとともに、
合意した事務権限について円滑な権限移譲に取り組む。
・地方自治法の改正により２年以内に設置が義務付けら
れる「指定都市都道府県調整会議」について、指定都市
との協議に基づき、本県における同会議のあり方を検討
する。

・認定こども園の認定権限の移譲に向けて、県
と指定都市の所管部局同士の調整状況につい
て、指定都市と情報共有を行った。
・指定都市都道府県調整会議のあり方につい
て、横浜市と意見交換を行った。

・協議中の事務権限について、本県の考え方
を、横浜市及び川崎市に改めて提示し、両市が
検討を行うこととなった。
・指定都市都道府県調整会議の開催方法につい
て、横浜市及び川崎市と意見交換を行った。

・認定こども園について、平成27年４月から、
事務処理特例条例により、３指定都市に移譲さ
れることが決定した。
・横浜市から、新たに移譲を求める事務権限が
示され、協議を開始した。

・協議中の事務権限について、横浜市及び川崎
市と整理を行った。
・指定都市都道府県調整会議の開催方法につい
て、横浜市及び川崎市と意見交換を行った。

項目 実績・進捗状況

項目



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

045-210-3147連絡先（電話番号）

所属長評価

・本県が強く要望してきた、国から県への権限移譲が、第4次一括法の
成立により一部ではあるが初めて実現したことを踏まえ、円滑な移譲に
向けた庁内調整を着実に進めることができた。
・今年度新たに導入された「地方分権改革に関する提案募集方式」につ
いて、積極的な提案に向けて、庁内各局と連携した取組を行うことがで
きた。
・九都県市首脳会議事務局として、春の会議を円滑かつ効率的に運営す
ることができ、また、地方分権改革の推進に向けて政府首脳への要請活
動を効果的に行うことができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価す
る。

・「地域主権実現のための指針」について、取組みや成果等を点検する
報告書の素案を作成し、県民からの意見の募集を開始するなど、３年間
の取組みの検証を進めることができた。
・認定こども園について、平成27年４月から県内３指定都市に認定権限
を移譲することが決定し、また、横浜市が新たに移譲を求める事務権限
について協議を開始するなど、指定都市との間で円滑な調整を進めるこ
とができた。
・九都県市首脳会議事務局として、秋の会議を円滑かつ効率的に運営す
ることができ、また、地方分権改革の推進に向けて政府首脳への要請活
動を効果的に行うことができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価す
る。

・「地域主権実現のための指針」について、県民からの意見の募集を受
けて、３年間の主な取組みや成果等を取りまとめた「点検報告書」を作
成し、公表することができた。
・「地方分権改革に関する提案募集方式」について、本県からの提案の
うち、全国最多の32件について権限移譲や規制緩和等の対応が図られる
など、積極的な取組みを行うことができた。
・知事が鹿児島県を訪問し、観光・物産や教育旅行のトップセールス等
を行うなど、遠隔地との交流を効果的に行うことができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価す
る。

項目 実績・進捗状況

【遠隔地との交流事業の推進】
　昨年度からスタートした鹿児島県との交流について、
鹿児島県での交流イベントを実施するとともに、各分野
で本格的な交流を推進する。また、引き続き、富山県と
の交流を着実に推進する。

鹿児島県及び富山県における本年の交流イベン
トについて、両県及び庁内関係局との調整を
行った。

鹿児島県及び富山県における本年の交流イベン
トについて、両県及び庁内関係局との調整を行
い、企画案を作成した。

鹿児島県及び富山県における本年の交流イベン
トの実施に向けて、両県及び庁内関係局と具体
的な調整を行った。※12月に予定していた富山県
との交流は、第47回衆議院議員総選挙の影響で延期
となった。

１月30日～31日に知事が鹿児島県を初めて訪問
し、観光・物産や教育旅行のトップセールス、
火山防災対策の現場視察を実施した。

　「地域主権実現のための指針　点検報告書」を取りまとめるととも
に、「地方分権改革に関する提案募集方式」により、国からの事務・権
限の移譲や規制緩和等の取組みを進めるなど、地方分権改革を前進させ
ることができた。
　更に、九都県市首脳会議事務局として、春及び秋の会議を円滑に運営
するとともに、九都県市で重点項目について政府首脳に要請活動を行
い、また、本県と鹿児島県との間で遠隔地交流を実施するなど、他自治
体との連携による取組みも推進したことから、今年度の取組みは評価で
きるものと考える。

・「地域主権実現のための指針」について、庁内各局に３年間の主な取
組みや成果等の確認を行うなど、年度末の点検報告書の作成に向けて、
検証を開始することができた。
・「地方分権改革に関する提案募集方式」について、庁内各局と連携
し、積極的に取り組んだ結果、全国最多となる129件の提案を行うこと
ができた。
・九都県市首脳会議事務局として、秋の会議に向けて、各都県市との調
整等を着実に進めることができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価す
る。


