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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　「計画」や「条例」に基づく地震災害対策の推進

　　大規模災害に備える災害対応力の向上に向けて、計画や条例に基づいた取り組みの着実な推進します。

　　①　地震被害想定の着実な実施

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

　条例や計画に基づき、地震モデル、想定手法
等の国の新たな知見を踏まえて、平成25年度か
ら２ヵ年にわたって被害想定調査を実施しま
す。

　平成26年度調査業務委託にかかる事前公募を６月13
日まで実施しました。

　7月8日に調査業務委託契約を締結しました。また、
学識経験者等で構成する調査委員会において、想定地
震の被害量やシナリオの検討を行いました。

　想定地震の被害量の試算結果や、作成したシナリ
オ、そこから得られた防災課題について、調査委員会
の助言を踏まえて検討を進めました。

　算出した被害量や、作成したシナリオについて調査
委員会において検証を行い、被害想定調査結果をとり
まとめました。

（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３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp/div/
0311/

所属のホームページ

災害対策課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 災害対策課では、災害対策基本法に基づく地震防災対策、災害救

助法の施行、被災者生活再建支援法の施行、災害対策の広域連携、

防災訓練、東日本大震災に係る災害対策支援などの業務を行ってい

ます。 

シェイクアウトきんたろうです！ 

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

1,093,022 136,810 11,495 319,540 299,176 767,021

32,013 32,008 -1 32,007

11,100 1,719 3,303 1,641 3,115 433,034 442,811

1,136,135 1,719 140,113 13,136 354,662 732,209 1,241,840

項目 (再)配当額

事業費 1,062,298 143,017 135,970 164,669 142,950 138,865 725,470

維持管理費 0

計 1,062,298 143,017 135,970 164,669 142,950 138,865 725,470

142,348 164,889 254,636 177,310 739,184

285,365 300,859 419,305 320,260 138,865 1,464,654

△ 283,646 △ 160,746 △ 406,169 34,402 593,345 △ 222,814

収
入

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

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 52 76 93 90

上記以外の職員 3 3 4 3

計（人） 55 79 97 93

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0311/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0311/


　　②　事業者等の協力を得た、効果的な普及啓発の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　③　富士山火山対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　大規模災害発生に備えた広域応援部隊の受け入れ体制強化

　　大規模災害発生時に備え、迅速な初動体制の確立、自衛隊・消防に係る広域応援部隊の受け入れ体制

　強化や医療関係機関等との連携強化に資するため、防災訓練の実施と結果検証による応急対策業務への

　反映を行います。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

統制部訓練３回、機器操作訓練３回を実施しました。

統制部訓練２回、機器操作訓練３回、津波対策訓練・
ビッグレスキューかながわを各１回実施しました。

統制部訓練２回、機器操作訓練３回、津波対策訓練情
報受伝達訓練１回、災害対策本部訓練１回、職員緊急
参集訓練１回、富士山火山対策訓練１回実施しまし
た。

項目 実績・進捗状況

　災害対策本部等の機能強化、県、自衛隊等の
救助機関、医療関係機関等による連携強化、地
域防災力の強化、防災意識高揚の４事項を重点
に訓練を実施します。

統制部訓練２回、機器操作訓練３回、県・横須賀三浦
地域５市町合同図上訓練１回実施しました。

項目 実績・進捗状況

　「自助」「共助」の浸透を図るため、事業者
等の協力を得た広報や、かながわシェイクアウ
トの実施等、効果的な普及啓発を行う

　企業協賛を得て、リーフレット「けんみん防災カー
ド」及び「かながわキッズぼうさいカード」を作成し
ました。
（協賛10者 570千円収入・187,000部作成）
　かながわシェイクアウトの実施に向けて、ホーム
ページで募集を開始し、チラシを５万部作成・配布す
るとともに、より多くの県民参加を促すため、県内３
箇所で説明会を行いました。

　かながわシェイクアウトの実施に向けて、ポスター
を作成し、主要駅や店舗で掲示することで参加者増加
を図ったほか、新たな取り組みとして、県内の野球及
びサッカーのプロスポーツチームと連携し、試合前に
啓発活動を行いました。
　最終的には120万人以上の方がかながわシェイクア
ウトに参加し、多くの県民等に「自助」「共助」の浸
透が図られました。

　地震防災チェックシートを改定し、作成・配布しま
した。（42,000部）
　また、かながわシェイクアウトについて、県民向け
にe-かなネットアンケートを実施し、結果を県HPに公
表しました。

　県民や自主防災組織、学校等と連携し、県の地震災
害対策への取り組みについて、講演等を通して啓発活
動を行いました。

項目 実績・進捗状況

　山梨県・静岡県と共同で策定した「富士山火
山広域避難計画」について、訓練等により計画
の検証、課題の抽出を行います。

　３県、国、防災関係機関で構成する富士山火山防災
対策協議会で訓練計画等の検討を行いました。（３県
担当者打合せ３回実施）

　富士山火山防災対策協議会を開催しました。
（３県担当者打合せ３回実施）

　富士山火山三県合同防災訓練2014の実施しました。
（３県担当者打合せ２回実施）

　富士山火山防災対策協議会を開催し、富士山火山広
域避難計画（対策編）を承認しました。
（３県担当者打合せ２回実施）



３　東日本大震災県内避難者支援の取組み

　　東日本大震災県内避難者に、引き続き必要な支援を行うとともに、それぞれの方が抱えている問題に

　対応したオーダーメイドの支援を行います。

　　①　「かながわ避難者見守り隊」による専門サポート

　　　問題を抱えている避難者に、ここの問題に対応できる専門職種の相談員を配置し、より専門的な相談

　　やサポートを行います。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

171 243 271 293

403 556 449 332

　　②　「東日本大震災 支援・情報ステーション」の運営

　　　県内避難者からの相談等に対応するとともに、積極的に避難者との交流を強化します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

248 230 265 380

437 635 294 626

314 335 307 244

686 772 670 1,090

４　被災地の復興支援の取組み

　　被災地で復興に携わる行政職員が大幅に不足していることから、専門知識や経験を有する者を任期付

　職員として採用し、復興支援のために被災地へ派遣しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

30 63 63 61

3

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

3,218
（前年度実績）

1,992

1,200

相談・電話件数

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

来所者数 1,123

1,740

相談・調整件数

（前年度実績）

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

978

所属の業務目標などに基づいて業務を運営し、着実に成果を挙げています。

年間を通じて所属の業務目標などの達成に向けて着実に業務を遂行し、成果を挙
げることができました。

所属の業務目標などに基づき、着実に業務を運営しています。

項目

045-210-3425連絡先（電話番号）

所属長評価

所属の業務目標などに基づき、効率的・効果的に業務を運営しています。

所属の業務目標などに基づいて業務を運営し、着実に成果を挙げています。

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

延べ派遣人数

派遣人数 217

（前年度実績） 3


