
局名 部名

県民局

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/0200/

所属のホームページ

総務室

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

県民局総務室長の井出です。

総務室は、主に局内の11室課及び13出先機関の仕事を円滑に進

めるため、議会や予算等の調整事務、人事事務、入札の執行等

の経理事務などを行っています。

「ふらっとミーティング」の様子

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 11,341 1,411 2,916 2,667 2,401 1,096 10,491

維持管理費 0

収
入

収入科目 収入済額

収入計(A)

支出済額

支

事
業
経

Ⅲ　職員配置状況

（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。

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 11,341 1,411 2,916 2,667 2,401 1,096 10,491

維持管理費 0

計 11,341 1,411 2,916 2,667 2,401 1,096 10,491

68,644 43,774 69,254 48,891 230,564

70,055 46,690 71,921 51,292 1,096 241,055

△ 70,055 △ 46,690 △ 71,921 △ 51,292 △ 1,096 △ 241,055

収
入

収入科目 収入済額

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 22 21 21 21

上記以外の職員 3 5 4 4

計（人） 25 26 25 25

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0200/


Ⅳ　業務実施状況

１　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

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、知事へのプレゼンテーションを実施（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

・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

第１四半期

第２四半期

第３四半期

明るく風通しのよい職場づくり

・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）
・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）

・総務室職員を対象とした職場研修を実施
（８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）



第４四半期

第１四半期

第２四半期

・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）

不祥事防止対策

・局内全所属長を対象とした「不祥事防止研
修」を実施（４月）
・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信
（４～６月各１回）
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレー
メールを実施（４～６月各１回）

・局内全所属長を対象とした「事故・不祥事
防止研修」を実施（９月）
・職場研修において「不祥事防止研修」を実
施（８月）
・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信
（７～９月各１回）
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレー
メールを実施（７～９月各１回及び臨時メー
ル１回）

第３四半期

第４四半期

・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信
（10～12月各１回）

・「不祥事根絶」メールを局内全職員に発信
（１～３月各１回）
・各所属持ち回りによる不祥事防止リレー
メールを実施（２月４回、３月３回）



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

　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

　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。

会計事務の適正な執行

・経理事務に携わる職員の事務処理能力の向
上を図るため、「経理事務研修」を実施（６
月２回）

・経理事務におけるチェック体制向上のた
め、副課長及びＧＬを対象とした「経理事務
研修」を実施（９月）

・経理事務に携わる職員の事務処理能力の向
上を図るため、「経理事務研修」を実施（12
月）

・経理事務に携わる職員の事務処理能力の向
上を図るため、「副課長、ＧＬ向け」、「本
庁所属担当者向け」及び「出先機関担当者向
け」の経理事務研修を個別に実施し、特に年
度末、年度始めに注意すべき事項の周知徹底
を図った。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

　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。

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。
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、決裁権限者別や
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。

　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。

045-210-3615連絡先（電話番号）

所属長評価
　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。


