
局名 部名

県民局 次世代育成部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況

（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。

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

(単位：千円)

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0214/青少年課

第１号様式
所属進行表

青少年課では、青少年の健全な育成を推進するため、

青少年行政の総合的な企画調整を行うほか、青少年関

係団体の指導及び育成、青少年の社会参加活動の促進、

社会環境健全化及び青少年非行防止活動の推進等の事

業を展開するとともに、県立青少年施設の管理運営を

実施しています。
神奈川ラン

(ランちゃん)

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

2,729 2,733 2,733

10,000 10,000 19,000 29,000

6,390 2,087 713 971 701 48 4,519

19,119 4,820 713 971 10,701 19,048 36,252

項目 (再)配当額

事業費 60,922 10,239 6,887 14,623 1,998 1,544 35,290

維持管理費 146,138 35,550 30,941 38,921 35,014 2,095 142,520

計 207,060 45,789 37,828 53,544 37,011 3,639 177,810

50,643 34,556 51,709 35,094 172,002

96,432 72,383 105,253 72,105 3,639 349,813

△ 91,612 △ 71,670 △ 104,282 △ 61,405 15,409 △ 313,560

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

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）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況
１　藤野芸術の家　施設利用状況(数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
100,000 18,831 39,871 20,391 14,002 93,095
100,000 20,575 43,794 20,149 13,034 97,552

藤野芸術の家　利用者数実績

（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)

入館者数

　　　　　　　　実績人数　　　　　　　　（単位：人）　

（前年度実績）
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区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 18 18 18 18

上記以外の職員 3 4 3 3

計（人） 21 22 21 21

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0214/


２　県西部・県央地域若者サポートステーション（数字で表せるもの）
　　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する。

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

  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

３　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
年間目標
（計画）

実績

進路決定者数

(前年度実績)

項目 実績・進捗状況

青少年の健全育成のための地域活動の推進に向
けた子ども・若者参画事業の実施

県民大会への青少年の参画のための準備

青少年の健全育成を進める県民大会(7/12)を実施

神奈川県青少年指導員大会（11月9日）及び青少年
のインターネット利用環境づくりフォーラムを開
催（11月14日）

子どもフェスティバルの実施（1月25日）
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第１・四半期

第２・四半期
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第４・四半期

第１・四半期

項目 実績・進捗状況

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］

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）

青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条
例の施行

項目 実績・進捗状況

青少年喫煙飲酒防止協働推進会議の開催(4/24)
神奈川県青少年の環境に関係する業界協議会の開
催(6/10)
同推進会議・同協議会と協働して、ポスターの作
成・掲示、キャンペーン等を実施
立入調査の実施[144件]



第２・四半期

7月の協調月間にあわせ、青少年の健全育成を進め
る県民大会(7/12)、街頭キャンペーン横浜会場
(8/9)、川崎会場(7/27)を実施
立入調査の実施[303件]

例の施行



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

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

11月の強調月間にあわせ、県青少年指導員大会
[11/9]、街頭キャンペーン横浜会場[11/29]、川崎
会場[11/18]を実施。また、社会環境実態調査を踏
まえ、立入調査を重点的に実施

条例に基づく立入調査を引き続き実施するととも
に、青少年喫煙飲酒防止条例の施行の徹底(酒自販
機）に向け、関係業界、関係機関と連携し重点的
に指導等を実施した。

青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条
例の施行

所属長評価

子ども・若者支援連携会議の開催や、青少年の健全育成に関係する業界との
協働等、概ね目標や計画に沿って業務が進んでいる。

子ども・若者支援のブロック会議や、子ども、若者が主体的に参加するイベ
ントの開催、新規に設置した県西部を含めたサポートステーションにおける
進路決定等、目標や計画を上回って業務が進んでいる。

サポートステーション事業及び支援のネットワークが計画目標を上回って業
務が進んでいる他、子ども若者の参画事業、青少年保護育成条例等の施行も
計画同様に沿って業務が進んでいる。

子どもフェスティバルの開催、子ども若者支援連携会議による連携の推進、
青少年喫煙飲酒条例の施行に向けた関係業界・関係機関と連携した指導等、
業務をさらに進めることができた。

地域若者サポートステーション利用者の進路決定者数や子ども・若者支援の
ネットワークづくり等、目標達成・着実な成果が上がっており、青少年の健
全育成、自立支援、環境づくりを順調に推進できた。

連絡先（電話番号） 045-210-3835


