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総務局
組織人材
部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　スマート県庁の推進に向けた取組み

　①　タブレット型端末の研修参加者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,000 -       2,006 -       -       2,006

（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
（計画人数）

実績人数　　　 　　　　 　(単位：人)

累計

　　タブレット型端末等のＩＣＴを導入し、タブレット型端末の活用促進に向けた研修や活用事例の
　提供を行います。

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/1102/

所属のホームページ

行政改革課

室・課（出先は所属）名

参加者数

第１号様式 

所属進行表 

 行政管理課長の荘田です。                  

  行政管理課は、主に次の仕事をしています。 

    ①行政管理の総合的な企画及び調整を行っています。 

    ②行政改革の計画の策定及び進行管理を行っています。 

    ③団体の設立及び運営等に係る総合調整を行っています。 

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

109 109

10,962 426 1,003 1,003 3,190 5,623

0

10,962 535 1,003 1,003 3,190 0 5,733

項目 (再)配当額

事業費 171,294 4,913 8,958 61,223 56,566 34,027 165,687

維持管理費 0

計 171,294 4,913 8,958 61,223 56,566 34,027 165,687

50,287 33,361 50,353 34,031 168,032

55,200 42,319 111,576 90,597 34,027 333,719

△ 54,664 △ 41,316 △ 110,573 △ 87,406 △ 34,027 △ 327,986

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

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 17 17 17 17

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 19 19 19 19

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1102/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1102/


　②　スマート会議支援システム貸出件数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

151 26 49 42 50

121 13 44 30 34

２　コピー用紙購入量の削減

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

220,500 48,000 45,000 51,500 52,500

315,000 67,500 103,000 71,500 73,000

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

「スマート県庁大作戦」の実施を決定すると
ともに、大型ディスプレイ13台、タブレット
型端末約1,600台の利用を開始しました。

グループウェアのスケジュール機能・電子決
裁機能の利用促進を徹底するとともに、職員
向けのタブレット型端末の操作・活用研修を
行いました。

【行政改革の指針について】
「新たな行政改革の指針」（平成24～26
年度）に基づく取組みを進めるととも
に、検証作業を行います。

　　　スマート会議支援システムを貸し出すことにより、ペーパーレス化や審議結果の速やかな公開
　　や議事録作成に係る職員の業務負担軽減を図ることを目的とし、使用件数について、平成24年度
　　(議事録作成支援システム)比25%増とします。

年間目標
（計画）

購入量　　　　　　 　　　(単位：枚)

累計

(平成24年度実績) 315,000

197,000コピー用紙購入量

【スマート県庁の推進】
ＢＰＲ（ビジネスプロセス・リエンジニ
アリング）を推進し、業務効率化に取り
組みます。

グループウェアのスケジュール機能・電子決
裁機能の利用促進を徹底するとともに、モデ
ル業務について、外部の視点から業務プロセ
スの分析を行うため、委託契約を締結しまし
た。

モデル業務について、外部の視点から業務プ
ロセス分析を行い、業務フロー図の作成ノウ
ハウや課題抽出の視点を習得しました。

現行指針の取組状況を把握し、今後の行政改
革について行政改革推進本部において意見交
換を行いました。
県庁組織の課題や職員の行政改革に対する意
識を確認する職員アンケートを実施しまし
た。

現行の指針について、関連計画と合わせて取
組み状況の検証を行うこととし、詳細な調査
を実施するとともに、県議会定例会に報告す
るため原案作成を開始しました。

現行指針の取組状況を「点検報告書（素
案）」としてとりまとめ、外部有識者会議に
おいて意見を伺うとともに、県議会定例会に
報告しました。また、併せて、県民意見募集
を実施しました。

現行指針の取組状況を、今後の課題も含めて
整理し「点検報告書（案）」としてとりまと
め、県議会定例会に最終報告するとともに、
ＨＰにより広く県民の皆さまに報告をしまし
た。

貸出件数　　　　　　　　　(単位：件)

項目 実績・進捗状況

(平成24年度実績) 121

年間目標
（計画） 累計

167貸出件数

項目

　　課内の打合せをタブレット型端末を用いて行うなど、スマート県庁推進の所管所属として
　ペーパーレス化にも率先して取組みを推進し、平成24年度比30％減とします。

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

改革調整グループ(045-210-2210)連絡先（電話番号）

スマート会議支援システムの貸出件数が平成24年度比200%となるな
ど、数値目標を設定した事項については、達成に向けて着実に取組み
を進めています。（なお、タブレット型端末研修は第２四半期より開
始のため、第１四半期は実績無し。）
また、「行政改革の指針について」「スマート県庁の推進」及び「第
三セクター等に対する適切な指導、調整」についても、着実に取組み
を進めています。

スマート会議支援システムの貸出件数が平成24年度比138.5%となるな
ど、数値目標を設定した事項については、達成に向けて着実に取組み
を進めています。
また、「行政改革の指針について」「スマート県庁の推進」及び「第
三セクター等に対する適切な指導、調整」についても、着実に取組み
を進めています。

スマート会議支援システムの貸出件数が平成24年度比138.0%となるな
ど、数値目標を設定した事項については、目標を達成しました。
また、「行政改革の指針について」「スマート県庁の推進」及び「第
三セクター等に対する適切な指導、調整」についても、着実に取組み
を進めています。

スマート会議支援システムの貸出件数について、年間を通じ、平成24
年度比38.0％増を達成するとともに、コピー用紙についても、平成24
年度比37.5％減となるなど、数値目標を設定した事項については、い
ずれも年間目標を達成しました。
「行政改革の指針について」「スマート県庁の推進」及び「第三セク
ター等に対する適切な指導、調整」の３項目について、着実に取組み
を進めました。

スマート会議支援システムの貸出件数は平成24年度比131.6%、また、
タブレット型端末研修参加者数は目標数を達成するなど、数値目標を
設定した事項については、着実に取組みを進めています。
また、「行政改革の指針について」「スマート県庁の推進」及び「第
三セクター等に対する適切な指導、調整」についても、着実に取組み
を進めています。

【第三セクター等に対する適切な指導、
調整】
・第三セクター等指導調整指針に基づ
き、各局とともに、法人の自立化、法人
運営の効率化等に向け、適切な指導、調
整を行います。
・地方独立行政法人評価委員会を開催
し、中期目標期間の評価方法を定めると
ともに、次期中期目標の意見の取りまと
めなどを行います。

経営状況説明書（平成26年度事業計画）をと
りまとめ神奈川県議会に報告するとともに、
必要な指導、調整を行いました。

経営状況説明書（平成25年度事業実績）につ
いて神奈川県議会に報告しました。
県主導第三セクターの経営改善の取組状況等
については第三セクター等改革推進部会に、
(地独)神奈川県立病院機構の平成25年度業務
実績については地方独立行政法人評価委員会
に報告し、評価を受けました。

(地独)神奈川県立病院機構の次期中期目標及
び中期計画について、地方独立行政法人評価
委員会の審議を受けるとともに、中期目標期
間評価の方法を決定しました。

県主導第三セクターが策定する「経営改善目
標」について、第三セクター等改革推進部会
から意見を得ました。
(地独)神奈川県立病院機構の次期中期計画に
ついて、地方独立行政法人評価委員会に諮
り、了解を得ました。

所属長評価


