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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

所　属
部名 室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

青少年センター http://www.pref.kanagawa.jp/div/0230/

第1号様式
所属進行表

業務運営進行表

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

青少年センターは、青少年の健全な育成を図り、

あわせて県民の教養の向上に資することを目的に設

置され、青少年指導者の育成、科学体験活動の推進、

青少年の自立支援に向けたひきこもり等相談とＮＰ

Ｏ活動への支援、舞台芸術活動の支援などを行って

いる。

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

55,669 5,721 6,032 8,378 6,658 94 26,882

2,888 946 816 820 1,347 3,928

0

58,557 6,666 6,848 9,197 8,005 94 30,811

項目 (再)配当額

事業費 47,793 4,923 14,537 10,164 7,793 7,186 44,604

維持管理費 167,395 24,365 35,599 34,844 43,542 14,408 152,758

計 215,187 29,289 50,136 45,009 51,336 21,594 197,363

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

支
出

事
業
経
費

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　利用者数　

（前年度実績） 173,000 41,180 45,843 34,103 170,672

174,132利用者数 173,000 40,830

項目
年間目標
（計画人
数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

第１・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計第２・四半期

48,111

（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。

45,963 39,228

49,546

事業費 47,793 4,923 14,537 10,164 7,793 7,186 44,604

維持管理費 167,395 24,365 35,599 34,844 43,542 14,408 152,758

計 215,187 29,289 50,136 45,009 51,336 21,594 197,363

119,157 80,640 124,376 28,270 352,442

148,446 130,775 169,384 79,606 21,594 549,805

△ 141,779 △ 123,927 △ 160,187 △ 71,601 △ 21,500 △ 518,995　　　　　　 差額(A)-(B)　（注
２）

支
出

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 38 39 39 39

上記以外の職員 14 15 15 15

計（人） 52 54 54 54

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0230/


青少年センター利用者数実績

２　事業実施状況（数字で表せるもの）　　※　実績欄の（　）の数字は前年度実績です。

　①　青少年支援・指導者の育成

　　　地域で青少年の健全育成を進め、社会的自立を手助けする上で中心的役割を果たす青少年支援･

4 (6) 3 (6) 9 (7) 5 (6) 21 (25)

10 (13) 10 (13) 19 (14) 11 (15) 50 (55)

368 (505) 309 (383) 814 (276) 223 (229)1,714(1,393)

　②　子ども・若者総合相談事業

　　　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

する。

826 (864)1,177(920)1,266(783)1,066(787)4,335(3,354)相談件数 4,000

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

事業数 12

開催回数 57

参加者数 1,350

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

指導者を育成するため研修事業等を実施する。
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利用者数

（前年度実績）

　③　フリースペース等事業費補助金の交付

　　　相談事業を実施するフリースペース等を展開しているＮＰＯに対し、補助金を交付する。

9 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (10)

6,747 (7,431)0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)6,747 (7,431)

　④　インターネット科学館

　　　講座・イベント案内等、様々な情報をインターネットにより提供する。

32,784 (32,860)39,558(36,981)35,498(37,163)43,551(32,934)151,391 (139,938)

　⑤　科学体験活動支援

　　　科学に親しむ場の提供を目的に、当センター及び県内各地で科学体験活動支援事業を実施する。

14 (15) 21 (21) 19 (20) 16 (11) 70 (67)

26 (28) 87 (83) 54 (48) 16 (19) 183 (178)

1,248 (1,367)3,861(4,394)9,413(8,606)2,447(4,180)16,969(18,547)

事業数 70

開催回数 180

参加者数 15,000

アクセス件数 120,000

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

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

団体数 10団体

交付決定額 8,000千円

項目
年間目標
（計画）

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(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



　⑥　ホール､多目的プラザ､練習室の各利用

　　　県民に舞台芸術の発表の場としてホール、多目的プラザ、練習室を提供する。

利用日数 230日 50 (45) 64 (60) 61 (62) 57 (59) 232 (226)

利用率 80.0%68.5 (63.4)84.2 (80.0)81.3 (80.5)95.0 (71.1)81.6 (77.9)

利用日数 207日 63 (55) 71 (65) 67 (57) 64 (56) 265 (233)

利用率 65.0%75.9 (69.6)83.5 (77.4)83.7 (69.5)89.3 (74.7)82.0 (72.8)

利用日数 227日 62 (58) 73 (65) 65 (46) 72 (55) 272 (224)

利用率 70.0%72.9 (74.4)86.9 (78.3)79.2 (63.9)87.8 (66.3)81.6 (72.6)

※利用率は、(保守点検等により利用に供せない日を除いた)利用可能日に対する利用のあった日の

　割合

　⑦　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）

　　　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する。

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)
公演数

(マグカルシアター)
14公演

ホール

多目
的プ
ラザ

練習室

項目
年間目標
（計画）

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

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

実　　績

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

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

　⑧　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。

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)

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%

演劇部お助け講座の
実施回数

8回

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

ステージ開催回数
42ステージ
(1公演3ス
テージ)



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

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

４月に移転・開設した「青少年サポートプラザ（本館２階）」を、ＮＰＯが利用しやすい
ように適切に運営するとともに、神奈川工科大学と連携した体験型イベント「科学のひろ
ば」の開催、若い演劇人等の公演を中心としたマグカル劇場（２階多目的プラザ）の運
営、市町村・団体と連携した青少年支援・指導者育成のための協議会の開催など、各課が
所管する事業に着実に取り組んだ。また、事業広報用のポスター・チラシの見直しを行

項目 実績・進捗状況

「県民を対象とした普及・啓発事業」

ひきこもりに対する地域啓発事業として「ひきこもりを考え
る家族講座」を藤沢市保健所等と共同開催し、ひきこもりに
悩む家族等79人の参加を得た。

ひきこもりに対する地域啓発事業として「地域青少年支援
フォーラム･個別相談会」及び「ひきこもりを考える家族セ
ミナー」(全3回)を鎌倉市等と共同開催し、ひきこもりに悩
む家族等175人(相談は延12件)の参加を得た。
また、９月13日に不登校･ひきこもり問題に取り組む県内Ｎ
ＰＯ等の活動を紹介する第10回フリ･フリ･フェスタと併せ、
開高健ノンフィクション賞受賞作家の黒川祥子氏とＮＰＯ法
人代表の金子訓隆氏を講師に招き「虐待･ネット依存や発達
障害」等をテーマに講演会と講師との懇談会を開催した。

ひきこもりに対する地域啓発事業として「ひきこもりを考え
る家族セミナー」(全3回)を伊勢原市等と共同開催し、ひき
こもりに悩む家族等152人の参加を得た。また、ひきこもり
青少年の親の会や自助グループ等（計7団体）との共催で、
ひきこもりや不登校等の問題の県民への啓発や地域住民の理
解促進を目的とした講演会・研修会を県内各地で開催し、計
230人の参加を得た。

ひきこもりに対する地域啓発事業として「地域青少年支援
フォーラム･個別相談会」を小田原市等と共同開催し、31人
(相談は延8件)の参加を得た。また、中井町等と共同でひき
こもり問題への理解促進等を目的とした地域相談会を2回開
催し、延3件の相談を受けた。

連絡先（電話番号） ０４５－２６３－４４００

所属長評価

所管する事業に着実に取り組んだ。また、事業広報用のポスター・チラシの見直しを行
い、情報発信力の強化に取り組んだ。

第２・四半期

青少年の科学活動の啓発のため大学・企業等と連携し、８月３日に『科学の祭典」を開催
し、参加者満足度の高いイベントを実施することが出来た。また、小田原市と共催により
子ども達に集団遊びを伝える「遊びサポーター養成講座」を開催し、青少年支援・指導者
の育成を図った。今後は「遊びサポーター」を活用した「集団遊び」のイベント開催に向
け取組みを進める。また、学校演劇の振興のための『学校演劇交流フェスティバル」の開
催、子ども若者総合相談センターの運営など、各課が所管する事業に着実に取り組んだ。

第３・四半期

10月にマグカルの取組みの核となる舞台芸術人材の発掘・育成を目指すマグカル・パ
フォーミング・アーツ・アカデミーを開校した。また、各課の事業では、指導者育成課の
「遊びサポーター養成講座」の小田原市内での開催、青少年サポート課の「コミュニケー
ション人間関係講座」の藤沢市内での開催など、地域での事業展開を積極的に実施した。
特に、相模原市内の県立総合産業高校で11月23日、24日の２日間に亘って開催した「青少
年のためのロボフェスタ」には5,680人の来場者があり、ロボットを通じて、青少年をはじ
め広く県民にものづくりの楽しさや科学の素晴らしさを体験してもらえたと実感できた。

第４・四半期

神奈川県子ども会連絡協議会との共催事業として青少年センター全館で取り組む「青少年
センター子どもフェスティバル」（こども会大会）を開催し921人の参加を得た。また、神
奈川県演劇連盟との共催による神奈川演劇博覧会、高校生天文講座の1年間の集大成として
の実習発表会、新規取組である「ひきこもり相談補助員」として活動した引きこもり体験
者のふりかえり・意見交換会を開催するなど、各課が所管する事業に精力的に取り組ん
だ。

総合評価

神奈川の次世代を担う青少年のための施策を展開する拠点として、市町村や青少年関係団
体、ＮＰＯ等と協働し、各課が青少年の育成、支援に着実に取り組んだ。また、事業展開
するにあたり、館内外におけるクロスファンクションの取組を進め、青少年をはじめとす
る県民の皆さんにとって、より満足度の高い取組となるよう工夫を凝らした結果、概ね年
間目標を達成することができた。引き続き効率的に事業展開ができるよう努めたい。


