
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況
(単位：千円)

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

収入科目 年間計画額

国庫支出金 41,545,585 18,081,130 2,645,244 8,689,146 8,571,974 3,556,501 41,543,994

繰入金 12,776,389 44,356 86,580 862,158 305,789 10,376,558 11,675,441

531,259 215,822 117,667 210,211 33,682 12,296 589,678

業務運営進行表

収入済額

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

局名 県民局

　１　総務室
　　　局所管行政の企画・調整、局内職員の人事、局内予算の経理
　　に関する事務を行っています。

　２　くらし県民部
　　　人権行政及び男女共同参画社会の形成、県民との対話行政の
　　推進、ボランタリー団体等との協働推進、文化事業の推進、
　　多文化共生の地域社会づくり、消費者被害の未然防止に関する
　　事務などを行っています。

　３　次世代育成部
　　　次世代育成支援対策の推進、児童虐待の防止対策の推進、青
　　少年の健全育成の推進、私立学校の学事一般に関する業務など
　　などを行っています。

収

かながわキンタロウ

母子寡婦福祉資金収入 531,259 215,822 117,667 210,211 33,682 12,296 589,678

諸収入 163,585 28,872 32,057 44,954 44,093 25,691 175,668

その他 478,155 104,237 96,450 117,272 84,308 66,010 468,277

収入計（A) 55,494,973 18,474,417 2,977,999 9,923,741 9,039,846 14,037,056 54,453,059

項目 (再)配当額

事業費 140,717,883 40,282,254 17,145,409 27,706,292 34,360,083 17,202,250 136,696,288

維持管理費 914,856 144,359 189,775 207,507 234,602 70,081 846,324

計 141,632,739 40,426,613 17,335,184 27,913,799 34,594,685 17,272,331 137,542,612

2,111,011 1,437,677 2,201,105 1,478,073 7,227,866

42,537,624 18,772,861 30,114,904 36,072,758 17,272,331 144,770,478

△ 24,063,207△ 15,794,862△ 20,191,163△ 27,032,912△ 3,235,275△ 90,317,419

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

681 688 688 690

303 313 309 318

984 1,001 997 1,008

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

支出計(B)

計（人）

収
入

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

（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）所属進行表の額を集計しているため、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。



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

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

・昨年度に引き続き、局内全所属でグループや課を単位とした
ミーティングを毎朝実施。
・職員と局長のランチミーティングを４月７回、５月６回、６月
５回実施
・情報の共有と連携協力推進を図るため、局内の全所属長による
会議を開催（４月）

項目 実績・進捗状況

クロスファンクション
の機能を活かし、職員
の提案等を反映した政
策立案・予算編成

・局内の重要な課題について検討するため、プロジェクトチーム
を５月に設置し７回開催
・複数の局にまたがる課題について庁内会議により検討（６月１
回開催）

・局内プロジェクトチームの検討結果について、知事へ報告し議
論を深めた（８月）
・職員提案制度における県民局関係の提案についてブラッシュ
アップを実施

・平成27年度当初予算編成に向けて、政策的に重要性、緊急性が
高い事業について、「アグレッシブ県民局枠」を設定し、優先的
に上乗せ配分を行う局の予算編成方針を策定（10月）

・「アグレッシブ県民局枠」として平成27年度当初に14事業、計
14,441千円を予算化
・局内プロジェクトチーム提案のうち、結婚支援事業について、
国の交付金を活用した事業化を支援

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

・ランチミーティングを２月３回、３月２回実施
・引き続き局内行事等を活用した若手職員研修及び新規採用職員
職場研修を実施し、３月末時点で81名が参加
・「ふらっとミーティング」を１月３所属、３月１所属で実施
・「スタディツアー」として局内各所属から12名の職員が参加
し、音楽堂を見学（１月）

明るく風通しのよい職
場づくり

会議を開催（４月）
・局長が出先機関を訪問し、職員と意見交換等を行う「ふらっと
ミーティング」を１所属で実施（５月）

・職員を対象とした職場研修を実施（～９月）
・ランチミーティングを７月４回、８月２回、９月３回実施
・局内行事等を活用した若手職員研修及び新規採用職員職場研修
がスタート（８月～）
・「ふらっとミーティング」を３所属で実施（７月）
・県民局所管施設を見学する「スタディツアー」を開催。各所属
から職員17名が参加し神奈川芸術劇場を見学（７月）

・ランチミーティングを８月２回、９月３回、10月２回実施
・引き続き局内行事等を活用した若手職員研修及び新規採用職員
職場研修を実施し、12月末時点で62名が参加
・「ふらっとミーティング」を11月２所属、12月１所属で実施
・「スタディツアー」として局内各所属から14名の職員が参加
し、近代文学館を見学（11月）



２　くらし県民部

（１）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

6 0 0 5 0 5

（２）ソーシャルメディア活用状況

　　　　フェイスブック（かながわキンタロウ）「いいね」数　　　※計画数値は累計数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3,000件 2,257 2,400 2,558 2,707

2,000件 1,490 1,681 1,865 2,088

（３）集会広聴実施状況

  　ア　“対話の広場”Live神奈川開催回数

年間目標
（計画）

「いいね」数 2,707

　実績（単位：人）
累計

参加者数（人）

実施校数（校）

実施回数（回）

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

　　　　ＮＰＯや大学と連携を図り、大学生を対象としたデート防止啓発講座を昨年度に引き続き
　　　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。

項目

（前年度実績） 2,088

0
1000
2000
3000

平成25年度末 平成26年度
第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

フェイスブック（かながわキンタロウ）「いいね」数 （累計）

「いいね」数

  　ア　“対話の広場”Live神奈川開催回数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3回 1 1 1 －

3回 － 1 2 －

　　イ　“対話の広場”Live神奈川来場者アンケート「大変よかった」「よかった」の割合

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

90.0% 77.2 94.9 96.2 －

90.0% － 89.3 84.0 －

（４）ＮＰＯへの寄付者に対する優遇税制の推進事業の実施状況

　　    寄付者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ法人数(累計数)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

110 94 95 102 107

80 67 73 89 91

いいにゃクリエイター　かにゃお

「大変よかった」
「良かった」の割合 89.7

（前年度実績） 86.1

項目
年間目標
（計画）

累計数値　　　　　　　　　　　（単位：法人数）　

累計

（前年度実績） 3

項目 年間目標

（前年度実績） 91

項目 年間目標
累計

開催回数 3

実績回数　　　　　　(単位：回)

法人数 107

               実績回数　　　                       　　(単位：％)

累計

0
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 (3/31現在)

法人数（累計）

法人数（累計）



（５）多様な主体による協働の促進事業実施状況

　　　　県のマッチング事業により実施したＮＰＯと企業等との協働事業数※うち括弧は大学との協働数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

15(2) 2 1 18(7) －

13 － 8 11 －

（６）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

2 0 0 0 2

0 0 0 0 0

年間目標
（計画）

支援実績　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

累計

項目
年間目標
（計画）

実績数値　　　　　　　　　　　（単位：法人数）　

累計

協働事業数 21(7)

（前年度実績） 19

　　　　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。

（７）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）

運行実績　　　　　　　　　　　（単位：便）　

累計

運行便数 33

項目

（前年度実績） 45

支援団体数 2

（前年度実績） 0

（８）マグカル・ポータルサイトの文化芸術施設掲載数及びアクセス件数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

17件 24 4 5 13 46

54件 20 19 11 4 54

200,000件 69,336 81,399 82,320 72,285 305,340

200,688件 40,241 51,538 57,496 51,413 200,688

（９）マグカル劇場の各公演（マグカルフライデー､マグカルシアター）

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　（単位：件）

アクセス件数

新規掲載施設数

（前年度実績）

　　　　県内のイベントや公演情報などを総合的に広報するポータルサイトへの、施設掲載数の増
　　　に取り組みます。

　　　　若者がいつでも自らの才能を発揮し、有能な人材を発掘する場としてマグカル劇場を開催
　　　します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*（　）内は、前年度実績

8 (6) 3 (5) 3 (4) 6 (4) 20 (19)

14 (9) 4 (13) 4 (5) 10 (4) 32 (31)

3 (3) 2 (1) 6 (3) 3 (2) 14 (9)

10 (18) 8 (4) 27 (10) 9 (22) 54 (54)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

実　　績

公演数
(マグカルフライ

デー）
21公演

ステージ開催回数 21ステージ

ステージ開催回数
42ステージ
(1公演3ス
テージ)

公演数
(マグカルシアター)

14公演

項目
年間目標
（計画）



（10）かながわ国際ファンクラブ　県内企業のサポート会員数

　　　　留学生と企業のマッチングを図るため、サポート会員への県内企業の参加を促進します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50 26(2) 32(6) 39(7) 50(11)

（11）留学生を対象とした会社説明会への参加学生数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

200 0 15 76 65

400 0 36 0 221

（12）消費者被害を未然に防止するための出前講座の開催

（前年度実績） 257

参加者数 156

○県内企業のサポート会員数
　（累計）

県内企業の
サポート会員数

50

（前年度累計）

項目 累計目標
実績数(増加数)　　　　（単位：社）　

累計

24 24

項目 目標人数
実績人数　　　　（単位：人）　

累計

　※今年度は、昨年度までの大規模・多分野の説明会から、留学生の進路希望と企業の
　　採用希望分野とのマッチングをより重視した小規模・複数回開催で、きめ細かく支
　　援することとし、目標人数を200人とした。

　　学校、地域等の多様な主体と連携して、悪質商法の手口等を消費者に伝えるため、各種出前
　講座を実施します。

　　県が無料で講師を派遣し、講座を開催いたしますので、グループ活動や社内研修、学校など
　で是非ご利用ください。

0
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40

50

25年度累計 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 累計

135 33 35 45 40 153

135 15 16 67 41 139

（13）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

参考：消費生活出前講座のご案内 http://www.pref.kanagawa.jp/evt/p446229.html

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　（単位：回）

開催回数

項目 実績・進捗状況

かながわＤＶ防止・被害者支援プランの推進
（中学生向け啓発資料・男性相談窓口）

男性相談窓口の設置に向け、団体等にヒアリ
ングをするなど情報収集に努め、窓口の日時
や体制等について検討した。

啓発資料：検討委員会の立ち上げ、案の検討
を行った。
男性相談：H26の電話相談の準備を進めた。

啓発資料：検討委員会において、案の検討を
重ねた。
男性相談：11月６日に窓口を設置し、週二回
実施している。【相談件数実績　26件】

啓発資料：原稿を完成、県内全中学(新２年
生分)に配布した。
男性相談：11月６日から週二回実施してい

　で是非ご利用ください。

（前年度実績）

消費生活課のキャラクター

ニャン吉 マキマキちゃん

15

33

16

35

67

45

41

40
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（回）

消費生活出前講座回数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

平成25年度

平成26年度

第４・四半期
男性相談：11月６日から週二回実施してい
る。【相談件数実績　23件】

http://www.pref.kanagawa.jp/evt/p446229.html


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

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

「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
募集を行った。
「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った。

「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た。

項目 実績・進捗状況

「かながわ消費者施策推進指針」の改定

指針の改定に向け、基本的な考え方を整理
し、県議会、市町村等に示した。

県消費生活審議会での審議を経て、県議会第
３回定例会（前半）に改定素案について報告
した。

改定素案について、関係団体等への意見照
会、県民意見募集を実施した。

県消費生活審議会での審議を経て、県議会平
成27年第１回定例会に改定案について報告し
ました。３月には指針を改定し、冊子を作
成・配付した。

３　次世代育成部

（１）かながわ子育て応援パスポート登録家庭数及び協力施設数 

　　　　子育て応援パスポートを通じて、子育て応援の取組みを推進します。 ※年間目標、実績件数は累計数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
28,000 26,600 28,263 29,278 30,142 30,142

25,000 20,970 22,980 24,222 24,918 24,918

2,500 2,008 2,023 2,039 2,042 2,042

2,000 1,775 1,832 1,937 2,006 2,006

（２）認定保育施設の認可化

　　　　認可の見通しを得られるよう認定保育施設を支援します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
57 0 50 3 5 58

成・配付した。

年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　（単位：件数）

項目 年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　（単位：家庭数）

登録家庭数

（前年度実績）

施設数

協力施設数

（前年度実績）

項目

かながわ子育て

応援パスポート

登録家庭数

及び

協力施設数

20000
25000
30000
35000

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

登録家庭数

登録家庭数

1500
1700
1900
2100
2300
2500

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

協力施設数

協力施設数

5 0 0 4 6 10（前年度実績）



（３）子ども・子育て新制度移行のための施行準備

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

5 1 1 1 0 3

7 1 3 1 2 7

5 2 3 0 2 7

6 1 1 3 1 6

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

10回 8 1 2 0 11

参加延べ2,000人 1,198 54 188 0 1,440

10回 3 5 12 15 35

参加延べ2,000人 1,010 368 575 1,330 3,283

（４）里親登録数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

15 0 1 7 12

－ 0 0 6 8

年間目標
（計画）

計画策定等に向けたワーキング
グループ

（前年度実績）

県内市町村子ども・子育て支援
新制度施行準備会議

（前年度実績）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：回、人数）　

幼稚園、保育所等関係者への説
明会

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件数）　

項目

新規里親登録数 20

（前年度実績） 14

　　ア　子ども・子育て新制度への円滑な移行のため、市町村へのタイムリーかつきめ細やかな
　　　支援を実施します。

　　イ　子ども・子育て新制度への円滑な移行のため、幼稚園、保育所等関係者へきめ細やかな
　　　説明会を実施します。

　　　　里親は、親の病気や離婚、虐待等さまざまな事情により家庭で生活できなくなった児童
　　　のために里親の家庭を提供し、愛情と理解をもって児童を育てる制度です。

項目
年間目標
（計画）

実績数　　　　　（単位：人）　

累計

（前年度実績）

－ 0 0 6 8

（５）県西部・県央地域若者サポートステーション

　　　　ニート等の若者を対象に、社会的自立に向けた支援事業を実施します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

190 68 62 55 45 230
110 54 41 37 27 159

（６）子ども・若者総合相談事業

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

4,000 826 1,177 1,266 1,066 4,335

－ 864 920 783 787 3,354

項目
年間目標
（計画）

実績

相談件数

進路決定者数

(前年度実績)

　　　　ひきこもり、不登校、非行等の悩みを抱える子ども・若者やその家族等に対する相談事業
　　　を実施します。

　県西部・県央地域若者サポートステーション；進路決定者実績数

（前年度実績） 14

(前年度実績)

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　（単位：人数）

神奈川ラン

(ランちゃん)0

50

100

150

200

250

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

累計

進路決定者数

(前年度実績)



（７）学校演劇の振興を通じた児童･生徒への支援

　　　　学校演劇の振興を通じて、児童･生徒が本来持っている力を引き出し、さらに発揮できるように支援する。

（８）経常費補助金の交付状況

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 計

949 784 128 14 2 12 940

45,472,645 12,680,300 50,500 31,153,084 956,914 △ 3,160 44,837,638

（９）就学支援金および生徒学費補助金の交付状況

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 計
73,399 64,485 0 0 △ 3,180 11,897 73,202

学校数

　　　　学校演劇の振興を通じて、児童･生徒が本来持っている力を引き出し、さらに発揮できる
　　　ように支援します。　　　　※　実績欄の（　）の数字は前年度実績です。

年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

　　　　教育条件の維持向上、修学上の経済的負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図るため、
　　　私立学校の経常的な経費に対して、補助金を交付しています。

項目

交付決定額

　　　　家庭の教育費負担の軽減を図り、進路選択の幅を広げるため、高等学校等就学支援金及び
　　　生徒学費補助金を交付しています。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

就学支援金対象者数

第1部 第1部

- 93.3(96.9) - - 93.3 (96.9)

第2部 第2部

- 55.0(78.7) - - 55.0 (78.7)

- 7 (4) - - 7 (4)

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

演劇部お助け講座の
実施回数

8回

学校演劇交流フェス
ティバルに関するア
ンケートの参加者満
足度

80.0%

73,399 64,485 0 0 △ 3,180 11,897 73,202

8,922,133 8,726,939 1,173 △ 560,759 140,446 △ 16,659 8,291,140

21,532 0 21,323 0 215 △ 3 21,535

3,284,669 0 3,071,858 0 12,435 △ 2,969 3,081,324

就学支援金対象者数

交付決定額

生徒学費補助対象者数

交付決定額

（参考）生徒学費補助金の交付額の推移表

0

1000000

2000000

3000000

4000000

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

学費補助金交付額（千円）



（10）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

各施設にヒアリングを行う等、計画策定の方
針を検討した。

引き続きヒアリングを行うとともに、県計画
の素案を作成した。
また、各施設より家庭的養護推進計画案の届
出があった。

項目

社会的養護が必要な児童について、可能な限り家庭
的な環境の下での養育を推進するため、「神奈川県
家庭的養護推進計画（仮称）」を策定する。

実績・進捗状況

県計画の素案を作成し、パブリックコメント
を実施した。

県計画を策定し、３月31日に記者発表を行った。

本県の子どもの貧困対策を総合的に推進するため、
「神奈川県子どもの貧困対策推進計画（仮称）」を
策定する。

平成26年１月14日に成立した「子どもの貧困
対策の推進に関する法律」を受け、関連施策
についての庁内調査を行った。

子どもの貧困対策の推進に関する庁内連携会
議を開催し、県計画の策定に向けた検討を
行った。
　また、平成26年８月９日に閣議決定された
「子供の貧困対策に関する大綱」を受け、県
計画の策定作業を進めた。

「県民ニーズ調査」を活用し、子どもの貧困
問題に対する意識調査を実施した。

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

子ども・若者支援のネットワークづくり

神奈川県子ども・若者支援連携会議の開催
・全体会議［5/7］
・相模原・県央ブロック［6/12］

神奈川県子ども・若者支援連携会議の開催
・湘南ブロック［7/24］
・県西ブロック［8/26］
・横須賀三浦ブロック［9/19］

問題に対する意識調査を実施した。
　また、県計画の素案をまとめ、パブリック
コメントを実施した。

県計画を策定し、３月31日に記者発表を行った。

神奈川県子ども・若者支援連携会議の開催
・横浜・川崎ブロック[11/21]

生活困窮者自立支援法の施行に伴う対応等、
翌年度の事業実施に向け関係機関との企画調
整を行った。また、川崎市における中学１年
生殺人事件を踏まえた、内閣府子ども若者・
子育て施策総合推進室長からの3月17日付け
通知「児童生徒の安全確保に係る対応等につ
いて」に基づき、神奈川県子ども・若者支援
連携会議のすべての構成機関や、子供・若者
育成支援に携わる民間団体に対して、同種事
案の再発防止に資するため、当該通知の情報
共有を行った。[3/13]



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

【総務室】
　計画に基づき、概ね円滑に局を運営することができた。
　毎朝のミーティングやランチミーティング、ふらっとミーティ
ングを引き続き開催したほか、若手職員等による職場研修やスタ

局長評価

【総務室】
　局内の諸課題に対し、各種調整や取りまとめを行い、円滑な局
運営を図った。
　幹部職員と出先機関職員との「ふらっとミーティング」等を新
たに開催するとともに、毎朝のミーティングや定期的なランチ
ミーティングを昨年度に引き続き行うなど、職員のモチベーショ
ンの向上と風通しがよく働きやすい環境づくりを進めることがで
きた。

【くらし県民部】
　くらし県民部では、ＤＶに係る男性相談窓口の年度内設置に向
けた検討や、かながわ女性センターの来年度移転に向けた調整、
ＮＰＯ活動や企業の社会貢献活動の認知度向上のためのホーム
ページ「かにゃさんぽ」の本格運用の開始、多文化共生イベント
「アースフェスタ2014」の開催、国際言語文化アカデミアを対象
とした外部有識者による機関評価委員会の開催など、概ね目標や
計画に沿って事業を行った。

【次世代育成部】
　次世代育成部では、平成27年度に開始を予定している子ども・
子育て支援新制度に係る説明会や子ども・若者支援のための連携
会議の開催、各種手当や補助金等の的確な支給など、概ね目標や
計画に沿って業務を行うとともに、厚木市内における男児虐待死
亡事件に関して、虐待の再発・未然防止に向けた検証を開始し
た。

第２・四半期

ングを引き続き開催したほか、若手職員等による職場研修やスタ
ディツアーなど、課の垣根を取り払った企画等を実施し、職員の
資質の向上や組織の活性化を図った。

【くらし県民部】
  くらし県民部では、ＤＶに係る男性相談窓口の今年11月スター
トに向けた準備や、来春、藤沢合同庁舎に整備する(仮称)かなが
わ男女共同参画センターの愛称等の募集、県ホームページのリ
ニューアルによる効果的な情報発信の推進、ＮＰＯ活動や企業の
社会貢献活動の理解促進に向けた大学への出前講座「教えて！か
にゃお先生」の実施、国際言語文化アカデミアに係る機関評価委
員会の開催など、概ね目標や計画に沿って事業を行った。
　
【次世代育成部】
  次世代育成部では、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に
係る準備を引き続き進めるとともに、家庭的養護推進計画の素案
の策定、ひとり親家庭への県独自の支援に向けた全庁的な検討の
開始、困難を有する子ども・若者への支援、各種手当や補助金等
の的確な支給など、概ね目標や計画に沿って業務を行った。ま
た、厚木市内における男児虐待死亡事件について検証を実施し、
虐待の再発・未然防止に向けた取組みを進めた。



第３・四半期

【総務室】
　議会対応や経理事務、各種局内調整等において、概ね円滑に局
を運営することができた。また、局独自の予算要求枠の設定等に
より、特色ある予算を成立させることができた。

【総務室】
　経理事務の適正執行や風通しのよい職場づくり等を引き続き推
進するとともに、来年度に向けた新たな課題に対応すべく、組織
人員体制の検討や予算編成作業において、局内及び局外各所属と
の調整等に努めた。

【くらし県民部】
  くらし県民部では、ＤＶに係る男性相談窓口の開設のほか、か
ながわ男女共同参画センターの開設準備(条例改正等)、対話の広
場の開催、県のたより特集号(まんが版)の発行、ＮＰＯを中心と
した多様な主体間の交流の促進、県民ホールのリニューアルオー
プン、「リ・古典プロジェクト」の江ノ島開催、ドイツ・バーデ
ン・ビュルテンベルク州との友好提携25周年記念事業、国際言語
文化アカデミアに係る機関評価、かながわ消費者施策推進指針の
改定に係る県民意見募集など、概ね目標や計画に沿って事業を
行った。

【次世代育成部】
  次世代育成部では、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に
向けて、事業者に対する個別相談窓口を開設するなど、きめ細か
い準備を進めた。また、子ども・子育て支援事業支援計画、家庭
的養護推進計画、子どもの貧困対策推進計画の年度内の策定に向
けて、計画素案に関する県民意見募集を行うとともに、里親登録
の推進、困難を有する子ども・若者への支援、各種手当や補助金
等の的確な支給など、概ね目標や計画に沿って業務を行った。さ
らに、厚木市内における男児虐待死亡事件の検証結果に基づき、
虐待の再発・未然防止の取組みを進めた。

第４・四半期局長評価

【くらし県民部】
  くらし県民部では、かながわ男女共同参画センターの開設に向
けた藤沢合同庁舎の改修や、ＤＶ防止のための中学生向け啓発資
料の作成・配付(新２年生用)、県ホームページの改修を次年度に
行うための調整、協働型社会の構築に関しボランタリー団体等と
協議するかながわ協働推進協議会の開催、文化施設、女性保護施
設及び地球市民かながわプラザに係る次期指定管理者の募集、か
ながわ国際研修センターの廃止、かながわ消費者施策推進指針の
改定など、概ね目標や計画に沿って事業を行った。

【次世代育成部】
　次世代育成部では、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に
向けて、市町村との準備会議の開催や事業者に対する個別相談窓
口の開設を行うなど、引き続き、きめ細かい準備を進めた。ま
た、かながわ子どもみらいプラン（子ども・子育て支援事業支援
計画）、家庭的養護推進計画、子どもの貧困対策推進計画を、予
定どおり、年度内に策定するとともに、里親登録の推進、困難を
有する子ども・若者に対する関係機関と連携した支援、各種手当
や補助金等の的確な支給など、概ね目標や計画に沿って業務を行
うことができた。さらに、厚木市内における男児虐待死亡事件の
検証結果に基づき、児童相談所の情報システムの改善など、虐待
の再発・未然防止に向けた取組みを進めた。



総合評価

【総務室】
　局独自の予算要求枠の設定等により、県民局の特色を生かした
予算を実現できた。
経理事務に関わる職員の研修は、担当者だけでなく、決裁権者別
や本庁所属・出先所属向けなど研修のバリエーションを拡充させ
ることにより、更に不適正経理の防止に努めた。

【くらし県民部】
　くらし県民部では、かながわ男女共同参画センターやＤＶに悩
む男性相談窓口の開設、メッセージ力を高めた効果的な広報の実
施、多文化共生のための様々な取組み、ＮＰＯの認知度向上や基
盤強化のための寄付促進、文化芸術振興計画に位置づけた事業の
展開、消費者被害防止に向けた出前講座による消費者教育の推進
など、概ね目標や計画に沿って事業を実施できた。
 幹部職員と出先機関との「ふらっとミーティング」等により局内
での連携を密にし、所属の垣根を越えた風通しの良い職場づくり
を推進した。

【次世代育成部】
  次世代育成部では、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施に
向けたきめ細かい準備を進め、平成27年４月に開始することがで
きた。また、かながわ子どもみらいプラン（子ども・子育て支援
事業支援計画）、家庭的養護推進計画、子どもの貧困対策推進計
画を、予定どおり年度内に策定するとともに、里親登録の推進、
困難を有する子ども・若者に対する関係機関と連携した支援、各
種手当や補助金等の支給など、年間を通じて、概ね目標や計画に
沿って業務を行うことができた。さらに、厚木市内における男児
虐待死亡事件の検証結果を踏まえ、児童相談所に児童福祉司を増
員するなど、虐待の再発・未然防止に向けた取組みを進めた。

連絡先（電話番号） 総務室企画調整グループ（045-210-3618）


