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Ⅰ　業務概要

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/0051/

所属のホームページ

かながわ県民活動サポートセンター

室・課（出先は所属）名

第１号様式
所属進行表

“サポートします、ＮＰＯ・ボランティア”

サポートセンターは、県民の自主的で営利を目的としない社会に貢献

する活動(ボランタリー活動)を支援するための施設です。
地域や分野を超えた活動の拠点・協働の拠点としての事業を実施す

るほか、県域の支援機関として、災害救援ボランティア支援、かながわ

ボランタリー活動推進基金21事業、コミュニティカレッジ事業など、ＮＰ
Ｏ、ボランティア活動をトータルに支援しています｡

「かにゃお」は、企業やＮＰＯ法人の社会

貢献活動、寄付文化を広めるために活

動しているキャラクターです。

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

61,526 15,565 14,310 14,628 13,055 150 57,707

16,628 1,275 2,892 3,613 2,738 10,517

0

78,154 16,840 17,202 18,240 15,792 150 68,224

項目 (再)配当額

事業費 108,520 26,080 24,018 26,423 23,143 13,045 112,709

維持管理費 222,703 29,853 46,602 52,080 59,632 30,348 218,514

計 331,223 55,932 70,620 78,504 82,774 43,393 331,223

55,391 43,576 66,019 46,190 211,176

111,323 114,196 144,523 128,964 43,393 542,399

△ 94,483 △ 96,994 △ 126,282 △ 113,172 △ 43,243 △ 474,176

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

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）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況

　　かながわ県民センター来館者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1,400,000 347,019 350,571 349,021 287,660

1,480,000 339,379 341,096 311,353 331,400

（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

来館者数 1,334,271

（前年度実績） 1,323,228

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

1,437,792 1,480,928 1,486,911
1,323,228 1,334,271

かながわ県民センター利用者数の推移 第４・四半期

第３・四半期

第２・四半期

第１・四半期

25年度は空調設備等改修工事のため、26年
度は県機関入庁に向けた内装改修工事のた

め一部会議室の利用を制限していたことなど

により､24年度以前に比べ減少しています｡

（人）

△ 94,483 △ 96,994 △ 126,282 △ 113,172 △ 43,243 △ 474,176　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 22 22 22 22

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 25 25 25 25

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0051/


２　かながわコミュニティカレッジ事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

18 0 5 7 6

18 0 6 8 4

３　かながわ県民活動サポートセンター及びかながわ県民センター機能の純化と強化

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

2 0 0 0 2

0 0 0 0 0

支援団体数 2

（前年度実績） 0

項目 実績・進捗状況

　施設サービス機能向上に向けた受付・警備

　②　かながわボランタリー活動推進基金２１支援団体の自立化に向け、アドバイザー等による寄り
　　添い型支援を試行します。

項目
年間目標
（計画）

支援実績　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

累計

項目
年間目標
（計画）

開講実績　　　　　　　　　　　（単位：講座）　

講座数

（前年度実績）

累計

18

18

項目 実績・進捗状況

　①　多様な中間支援組織(支援資源をも
　　つ者とＮＰＯの中間で両者の仲立ちを
　　してＮＰＯを支援する組織)による
　　ネットワークを構築するため、市町村
　　支援施設等と連携・協力していきま
　　す。

　県内市町村支援センター現場訪問・情報交
換（相模原、平塚）を行いました。

　県内市町村支援センター現場訪問・情報交
換（小田原、南足柄、真鶴、茅ヶ崎）を行い
ました。

　県内市町村支援センター現場訪問・情報交
換（横浜、川崎、愛川、座間、綾瀬、秦野、
伊勢原、横須賀、逗子）を行いました。

　県内市町村支援センター現場訪問・情報交
換（葉山、鎌倉）を行いました。

　　ＮＰＯやボランティアなど、地域課題の解決や活性化に向けた活動に取り組む人材を育成する講
　座を実施しています。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　災害救援ボランティアへの支援体制の整備

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

25 11 10 8 4

22 7 20 9 9

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

25 8 11 11 10

0 0 0 0 0（前年度実績） 0

項目
年間目標
（計画）

支援実績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

支援回数 40

項目
年間目標
（計画）

運行実績　　　　　　　　　　　（単位：便）　

累計

45

　②　かながわボランタリー活動推進基金２１協働事業負担金の課題部門(H26～H30)「東日本大震災
　　に伴う神奈川県内の避難者への生活支援｣事業を通じて県内避難者支援団体の活動を支援します｡

運行便数 33

（前年度実績）

　③　県内での大規模災害発生時を含め、
　　かながわ県民センターの利用者が安
　　全･安心･快適に利用できるよう施設・
　　サービス機能を充実・強化します。

　施設サービス機能向上に向けた受付・警備
事業者を交えた定期的な検討を開始しまし
た。

  施設・サービス機能充実・強化に向けた取
組みとして、会議室等利用者への満足度等に
ついてのアンケート調査を開始するととも
に、汚損の著しかった会議机等について、更
新計画に基づき一部を更新しました。

　より快適にご利用いただけるよう、利用者
からの提案も踏まえ、１階ロビーの椅子をベ
ンチ式のものから背もたれ付きのものに更新
しました。

　薄膜太陽電池の普及を図るため、ロールス
クリーン一体型薄膜太陽電池の設置工事を行
い、非常用蓄電池の充電用電源としての活用
を開始しました。

　①　東日本大震災被災地へのボランティア活動の支援として、災害救援ボランティア活動支援室利
　　用登録団体によるボランティアバス運行への協力を行っています。

0 0 0 0 0（前年度実績） 0



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

項目 実績・進捗状況

　③　県内発災時の災害救援ボランティア
　　支援体制「かながわモデル」の具現化
　　に取り組みます。

　「ＩＣＴを活用した災害ボランティア情報
収集・交換に関する研究会」を設置し、参加
者募集を行いました。

　「ＩＣＴを活用した災害ボランティア情報
収集・交換に関する研究会」の参加者が確定
し、検討を開始しました。

　「ＩＣＴを活用した災害ボランティア情報
収集・交換に関する研究会」を継続的に開催
し取組みを進めると共に、「県災害救援ボラ
ンティア支援センター運営団体連絡会議」を
開催し、災害時市町村ボランティア受入体制
整備支援に向けた認識共有を図りました。

　「ＩＣＴを活用した災害ボランティア情報
収集・交換に関する研究会」を継続的に開催
し取組みを進めたほか、市町村災害ボラン
ティア活動支援所管所属職員等とともに、災
害ボランティアセンターの立ち上げ初期を想
定した図上訓練を実施しました。

　「ＩＣＴを活用した災害ボランティア情報収集・交換に関する研
究会」における検討を開始し、「かながわモデル」の具現化への取
組みが進捗しました。
　また、帰宅困難者受入れ対応を含む実践的な防災訓練を実施し、
安全・安心な施設機能を強化しました。

　昨年度に方針決定した「かながわモデル」の具現化への取組をは
じめ、ＮＰＯ支援機能及び利用者への施設・サービス機能の充実・
強化に向けた取組みを開始しました。
　また、今後のサポートセンターのあり方について、利用者との意
見交換を行うこと等により、適切に検討を進められるよう、取り組
みました。

　県内市町村支援センター現場訪問・情報交換を通じ、多様な中間
第３四半期

第４四半期

総合評価

　災害ボランティアセンターの立ち上げ初期を想定した図上訓練
や、県民センターの自衛消防組織による防災訓練の実施並びに薄膜
太陽電池の設置による非常用蓄電池の充電用電源確保など、発災時
の態勢強化に継続して取り組みました。

　今後のサポートセンターのあり方として、中間支援機能育成・支
援と広域活動支援を掲げ、県内発災時の災害救援ボランティア支援
体制「かながわモデル」の具現化への取組みをはじめ、多様な中間
支援支援組織によるネットワークを構築するため、市町村支援施設
等との連携・協力に向けて取り組むなど、概ね計画どおりに進捗し
ました。
　また、東日本大震災被災地へのボランティア活動の支援や、県内
避難者支援団体の活動の支援などに引き続き取り組みました。

045-312-1121(代)内線2811連絡先（電話番号）

所属長評価

　県内市町村支援センター現場訪問・情報交換を通じ、多様な中間
支援組織によるネットワークを構築するため、市町村支援施設等と
の連携・協力に向けた取組みが進捗しました。


