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Ⅰ　業務概要

かながわ女性センター託児サービスマーク

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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/0050/

所属のホームページ

かながわ女性センター

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

かながわ女性センター館長の西井です。

男女共同参画社会の実践を推進する県域の拠点として、専門

性・先導性の発揮、市町村との連携・協力、男女共同参画関係

ＮＰＯ等との協働を女性センターの運営方針として、女性の人

材育成、調査研究、総合相談などの事業に取り組んでいます。

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

18,776 1,821 1,866 1,147 208 5,041

2,426 2,427 2,427

3,005 495 293 205 122 1,115

24,207 4,743 2,159 1,352 329 0 8,583

項目 (再)配当額

事業費 30,701 2,551 7,036 4,477 5,587 11,050 30,701

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額
事
業

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況

　　入館者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

45,000 17,153 16,828 15,340 1,834

121,670 31,474 29,902 28,660 31,634

（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

入館者数 51,155

（前年度実績） 121,670

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

18,776 1,821 1,866 1,147 208 5,041

2,426 2,427 2,427

3,005 495 293 205 122 1,115

24,207 4,743 2,159 1,352 329 0 8,583

項目 (再)配当額

事業費 30,701 2,551 7,036 4,477 5,587 11,050 30,701

維持管理費 79,407 10,855 17,334 19,838 24,318 7,062 79,407

計 110,108 13,406 24,370 24,315 29,905 18,111 110,108

64,510 42,510 66,103 45,743 218,865

77,916 66,879 90,418 75,647 18,111 328,972

△ 73,174 △ 64,720 △ 89,066 △ 75,318 △ 18,111 △ 320,389

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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 19 20 20 20

上記以外の職員 17 14 13 13

計（人） 36 34 33 33

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0050/


２　ホームページアクセス件数　

年間目標

（計画） 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

80,000 30,303 30,404 29,333 31,818 121,858

107,122 15,049 22,616 33,332 36,125 107,122

３　若年層向け啓発事業の充実

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

400 0 0 585 0 585

5 0 0 4 0 4

参加者数（人）

実施校数（校）

アクセス件数

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

累計
　実績（単位：人）

　ＮＰＯや大学と連携を図り、大学生を対象としたデートＤＶ防止啓発講座を今年度に引き続き
実施し、若年層に向けた男女共同参画に係る啓発を一層推進します。

累計
実績件数　（単位：件）　

項目

0
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80,000
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ホームページアクセス件数

平成26年度

平成25年度

6 0 0 5 0 5

４　新たなスタートに向けた移転業務の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

移転に係る業務及び利便性を高めるための施
設整備

　移転関連スケジュールを「現施設」、「藤
沢合同庁舎」、「備品管理」、「女性セン
ター事業」、「図書館関連」の５つに分けて
作成した。これにより、関係各所との調整や
手続きの進行管理を行い取り組んでいる。

 移転に係る図書整理と産廃の入札、引越物品
のリスト作り、移転後のレイアウト、合庁ト
イレ設備の改修など、移転関連スケジュール
に沿って取り組んでいる。

　移転に伴う蔵書点検を行うとともに、移転
先に持参する物品の選定、引越の入札、不用
物品の管理換え、藤沢合庁の相談用電話の契
約等のほか、ポスター・リーフレットの作成
準備など移転関連スケジュールに沿って進め
た。

　移転のスケジュールに沿って、藤沢合庁の
整備を進め、県立図書館及び藤沢合庁への引
越作業を実施した。また、シンボルマークや
愛称を活用した看板、出入口の案内板設置な
ど、利用者の利便性向上に取り組んだ。

実施回数（回）

項目 実績・進捗状況

　センターの移転について適切な進行管理を行い着実に進めるとともに、新女性センターの利便
性を高めるために、藤沢合同庁舎における施設整備を行います。また、移転に伴う図書、雑誌等
の県立図書館への移管手続きを着実に進めます。



５　センター移転特別事業（アグレッシブ県民局事業）

第１四半期

第２四半期

　センター移転に先駆けて、これまでのあゆみと功績を振り返るとともに、新たなセンターの事
業の方向性を考える参考とするため、センターと関わりの深かった３２人の有識者からの意見を
とりまとめた提言集「かながわ女性センター３２年の航跡と提言(仮称）」を作成します。

項目 実績・進捗状況

提言集「かながわ女性センター３２年の航
跡と提言（仮称）」の作成

　提言集の作成に向けて、主な内容や全体構
成やスケジュール等について決定した。
　センターと関わりのあった約1,500人のリス
トを作成し、その中からセンターと関わりの
深かった32人の方々を抽出し、①巻頭インタ
ビュー、②座談会、③寄稿により提言をいた
だくこととした。
　①巻頭インタビューについては、元副知事
室谷氏に、②座談会については、５人の方を
選んで依頼し、必要に応じて勤務先を訪問す
るなど、事前調整をきめ細やかに行った上で
実施した。
　③寄稿については、あらかじめテーマ、レ
イアウト等を定めて、26人の方々に執筆を依
頼した。

　提言集の中心的な内容となる①巻頭インタ
ビュー、②座談会、③寄稿のとりまとめとレ
イアウトを含めた原稿作成を行うとともに、
事業概要や数多くの発行冊子、写真等を、資
料編として「かながわ女性センターのあゆ
み・年表」「相談事業のあゆみ」「調査研究
事業一覧」「開館当時の記録」「図書館紹
介」「山川菊栄文庫の概要」「各種プラン等
一覧」「写真集」を作成した。

第３四半期

第４四半期

６　新たな女性センターの事業展開に向けた事業と体制づくり

第１四半期

第２四半期

　センター移転後の新たな事業展開を見据えて、男性向けの講演会等を開催します。また、「Ｄ
Ｖに悩む男性のための相談窓口」の設置について、平成２７年度の本格的な相談開始に向けた準
備を行います。

項目 実績・進捗状況

より多くの男性に参加してもらえるよう、開
催日時や会場をはじめ、テーマ、講師、共催
先など、講演会の企画について検討を行っ
た。

開催内容、日時、講演テーマ、講師について
決定した。特に働いている男性が業務の一環
として参加できるよう、平日午後に藤沢駅近
くの会場で講演会を開催することとした。

　提言集の全体構成や表紙のデザイン、タイ
トル等について検討を行うとともに、巻頭イ
ンタビューや座談会等に協力いただいた方々
に原稿確認を依頼し、最終調整を行った上で
完成原稿を作成した。併せて、印刷業者の選
定を行った。

 提言集「新しい男女共同参画社会を拓く－か
ながわ女性センター32年の功績と提言－」を
作成するとともに、広く周知するために記者
発表を行った（平成27年2月4日）。



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

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

項目 実績・進捗状況

(2)「ＤＶに悩む男性のための相談窓口」
の２７年度からの本格的な相談開始に向け
た準備

相談方法ごとの相談員の職種と人数、相談時
間、相談場所など相談体制の検討を行った。

相談員の職種、人数、相談時間、相談場所な
ど相談体制の整備に向けた具体的な調整を
行った。

相談員の職種、人数、相談時間、相談場所、
専門相談の実施内容の検討及び調整を行い、
相談体制の内容がほぼ固まった。

必要な相談員の確保や相談時間、場所の確定
等、相談体制を整備した。

  平成27年４月の新女性センターのスタートに向けて、関係機関との
調整や作業について順調に進捗している。特に、昨年度末に廃止した
宿泊施設やホール等に関連する膨大な備品の処分については、多くの

(1)男性向け講演会等の開催
　講演会のチラシを作成、配布するととも
に、ホームページに開催情報を掲載するな
ど、講演会開催に向けた広報を行った。

 移転に向けたキックオフ事業として、2月に
男性向け講演会を開催した。平日にもかかわ
らず予想以上の参加者があり、特に男性参加
者の多いことが特徴的であった。
場所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：自分を活かす生き方、働き方を考え
　　　　る
講師：藻谷浩介氏（㈱日本総合研究所）
参加者数：142人（うち男性49人）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

　平成27年4月1日の新センターオープンに向けて、藤沢合庁で必要な
工事を実施したうえで、３月に合庁への引越を行った。また、広報に
ついても駅へのポスターの貼り出し、リーフレットの配架、ホーム
ページの活用など積極的に対応した。

○旧女性センターの移転にあたっては、スケジュールに則り、滞りな
く実施することができた。また、地元対応についても、幹部の年度末
のあいさつ・お礼、職員の日常的な気配りにより移転後も良好な関係
を維持している。
○事業実施面では、「かながわ男女共同参画推進プラン（第３次）」
に位置付けられた事業を確実に推進するとともに、県民利用施設とし
て、センターを訪れる皆さんが安心して気持ちよく使えるよう施設の
維持管理に努め、更に「利用者からの声」に対しては一つ一つ丁寧に
対応した。
○風通しの良い職場作りにあたっては、月１回の朝礼及び年間を通じ
てのティーミーティングの実施により、職員と積極的な意思の疎通に
努めた。

　新センター愛称等募集については、7～8月に公募を行い、愛称につ
いては 747件、シンボルマークについては 224件の応募があった。そ
の後、事務局において愛称30件、シンボルマーク20件を候補作品とし
て選定し、有識者やセンター利用者から意見を聴取するとともに、県
職員アンケート機能による投票も実施した。

所属長評価

宿泊施設やホール等に関連する膨大な備品の処分については、多くの
作業量があることから、全７回の計画を立て全館体制で取り組んだ。
また、新センターの愛称募集についても、全体計画を策定し、７月の
募集開始に向け精力的に準備作業に取り組んだ。

　新センターのスタートに向けて、愛称、シンボルマークを決定し、
ポスター・リーフレット等の広報媒体や看板等の作成に着手した。年
度末の引越しに向けた準備作業や藤沢合庁内の工事及び新たなセン
ターにおける新規事業の検討など順調に進捗している。

0466－27－2111（内線304）連絡先（電話番号）


