
第２号様式
局進行表

所属のホームページ

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況

Ⅲ　職員配置状況

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 31 32 31 30

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 33 34 33 32

Ⅳ　業務実施状況

１　人事委員会開催状況（総務課）

　　開催数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

47 11 10 11 10

3 0 0 2 0

50 11 10 13 10

人事委員会定例会 42

同　臨時会 2

計 44

項目

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

　

局名 人事委員会事務局

実績回数 （単位：回）　

累計

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70131/

配置職員数

計画数

 人事行政に関する第三者機関である人事委員会の事務局として、職員の採

用・昇任等に関する業務、職員の給与についての報告及び勧告等に関する業

務、不利益処分に係る不服申立ての審査等に関する業務、給与、勤務時間、

休暇、その他勤務条件に関する業務などを行っています。 

人事委員会事務局です！ 

人事委員会委員長から職員の給与
報告・勧告を知事に手交 採用説明会 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70131/


２　職員採用試験実施状況（総務課）
　　受験者数　

（単位：人）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

(2,887) (2,887)

2,790 2,790

(1,298) (1,298)

1,336 1,336

(132) (132)

208 208

(100) (100)

93 93

(117) (117)

78 78

(185) (32) (217)

269 43 312

(115) (115)

111 111

(252) (252)

265 265

(147) (147)

206 206

(3,656) (3,656)

3,259 3,259

(1,993) (1,993)

1,793 1,793

３　職員採用説明会等実施状況 （総務課）
　　実施回数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3/10・3/13 2

3/10・3/13 2

　※大学等で行っている業務説明会に当事務局職員が参加し、県の魅力や仕事のやりがいについて説明。
　　（平成25年度は第3四半期以降に51回参加）

24 4824
業務説明会等【大学等】

随時
　※注       (実績)

職員採用説明会(計画) 2

(実績) 2

説明会名称
備考

（開催日）

実績回数 （単位：回）　

累計

Ⅰ種試験（行政・神奈川
チャレンジ早期枠）

４月６日（日）
5/9  最終
合格者発表

Ⅰ種試験 ６月22日（日）
8/22  最終
合格者発表

９月28日（日）
11/14 最終
合格者発表

警察事務職員採用
Ⅲ種試験

９月28日（日）
11/28 最終
合格者発表

第１回警察官採用試験 ５月11日（日）
8/8   最終
合格者発表

第２回警察官採用試験

免許資格職職員採用
試験

６月22日（日）(大卒)
９月28日（日）(短大
卒)

8/22・11/14
最終合格者
発表

経験者採用試験 ６月22日（日）
8/22  最終
合格者発表

警察事務職員採用
Ⅰ種試験

６月22日（日）
8/22  最終
合格者発表

９月21日（日）
12/12 最終
合格者発表

Ⅲ種試験 ９月28日（日）
11/14 最終
合格者発表

公立小中学校等事務
職員採用Ⅰ種試験

６月22日（日）
8/22  最終
合格者発表

公立小中学校等事務
職員採用Ⅲ種試験

（人数は、上段25年度　下段26年度）

試験名
第１次試験
実施(予定)日

実績人数

備考

主な試験の受験者数　前年度比較　
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４　人事委員会規則の制定・改廃等（数字で表せるもの） （給与公平課）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 1 0 7 1

－ 2 0 12 25

－ 0 0 3 16

－ 61 143 5 513

５　公平審査等関係業務（数字で表せるもの） （給与公平課）

　①　不利益処分に関する不服申立て・勤務条件に関する措置の要求（受託市町村等分を含む。次表以下同じ。）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 16 16 16 16

－ 2 0 0 0

－ 11 7 14 21

－ 1 0 2 2

　②　苦情相談

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 5 3 7 4

－ 3.1 1.7 4.2 3.6

　③　職員団体登録等関係

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 18 3 4 4

－ 20 3 4 3

－ 20 3 4 3

６　労働基準監督機関関係業務（数字で表せるもの） （給与公平課）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 45 0 0 163

－ 0 0 1 0

－ 13 6 45 10

－ 172 21 1 169

－ 9 65 35 46

－ 98 93 36 88

相談件数 19件

項目
年間
目標

項目
年間
目標

実績　　　　　　　　　　　　（単位：件）　
累計

議会・知事に申し出た意見 9

項目
年間
目標

相談時間 12.6時間

39

運用通知の制定・改廃 19

初任給等の承認事項 722

規則の制定・改廃

項目
年間
目標

実績　　　　　　　(単位：件、時間（延べ）)

2件

口頭審理等回数 5回

実績　　　　　　　　　　　　(単位：件、回)
累計

係属件数 －

裁決・判定件数

委員会等審議回数 53回

累計

特定機械等性能検査結果報告受理

その他

74

実績　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)
累計

届出 29

登録済通知発送 30

時間外労働等協定届受理 208

断続的な宿直又は日直勤務許可

職員団体登録簿作成

315

30

項目
年間
目標

実績　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)
累計

　職員の勤務条件の維持向上及び安全衛生の確保を図るため、労働基準法に基づく許認可等及び労働安全衛生法に関す
る検査

1

定期健康診断結果報告受理 363

労働者死傷病報告受理 155



７　その他業務実績 (総務課）

・十六都道府県人事委員会協議会

全国の都道府県及び政令指定都市並びに特別区人
事委員会をもって組織され、人事行政制度に関す
る研究や調査、課題に対する検討・協議等を行
う。

・関東甲信越静人事委員会協議会

【各協議会等への出席】

・全国人事委員会連合会

第１
四半期

関東近郊に位置する都道府県人事委員会により組
織され、地方の実情に即した公務員制度の確立に
向けて、研究や調査、課題に対する検討・協議等
を行う。

・関東ブロック試験研究協議会

関東近郊に位置する都道府県人事委員会により組
織され、実務に関し、試験問題の編成や印刷、課
題等に対する調査や研究協議等を行う。

行政区域内に政令指定都市を持つなど、状況の類
似した16の都道府県人事委員会により組織され、
人事行政に関する研究や調査、課題に対する検
討・協議等を行う。

実績・進捗状況
・25年度における人事委員会の業績について年報としてとりまとめ
た。

・関東甲信越静人事委員会協議会に出席し、地域における課題への対
策など、人事行政に関する検討・協議を行った。

・十六都道府県人事委員会協議会に出席し、状況が類似する自治体が
もつ課題への対策など、人事行政に関する検討・協議を行った。

・全国人事委員会連合会に出席し、人事行政制度に関する研究や調
査、課題に対する検討・協議等を行った。また、同連合会において
は、各構成者の動向や情報について、随時にネットを通じ情報交換を
行っている。

項目

第２
四半期

・十六都道府県人事委員会協議会事務局長会議に出席し、状況が類似
する自治体の委員会事務局運営における課題への対策など、人事行政
に関する検討、協議を行った。

・全国人事委員会連合会事務局長会議に出席し、人事行政制度に関す
る研究や調査、課題に対する検討、協議を行った。

・関東ブロック試験研究協議会において、関東近郊に位置する都道府
県人事委員会と共同し、試験問題の編成、課題等に対する調査研究を
行った。

・関東甲信越静人事委員会協議会事務局長会議に出席し、人事委員会
事務局運営における課題について検討、協議を行った。

・三県人事委員会連絡協議会

本県及び千葉・埼玉の三県人事委員会により組織
され、地勢・地理的条件が類似する自治体が持つ
任用事務の実状に関する課題や今後の展開等に対
し、調査や研究協議等を行う。

【業務年報の作成】

人事委員会の年間業務実績について報告書の形式にま
とめたもの。

第３
四半期

・人事委員が県内出先機関を訪問し、県行政の実務、技術系職員の任
務や職務環境などの視察を行った。

【委員による県庁業務の視察】

第４
四半期

・関東甲信越静人事委員会協議会の任用事務研修会において、任用に
関する課題や今後の展開について検討・協議を行った。

・三県人事委員会連絡協議会において、近隣県における任用事務の課
題等について検討・協議を行った。

県内の出先機関など、業務の現場を視察すること
により、今後の人事行政の推進に寄与する。



（給与公平課）

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

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

・「平成26年人事に関する統計報告」に係る調査結果をと
りまとめ、統計資料を作成するとともに県ホームページに
公表した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給与制
度上の課題を抽出し検討するとともに、規則の制定・改正
等を行った。

項目 実績・進捗状況

・「職種別民間給与実態調査」、「職員給与等実態調査」
及び「人事に関する統計報告調査」に着手した。
・給与に係る事務の適切かつ迅速な処理に役立てるための
給与ハンドブックを作成した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給与制
度上の課題について検討を行った。

・「職種別民間給与実態調査」及び「職員給与等実態調
査」から得られたデータを基に公民の給与の比較・分析を
行った。
・「人事に関する統計報告調査」の速報を公表した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給料表
を中心として給与制度上の課題について検討を行った。

・人事委員会の給与報告・勧告に向け、調査結果の分析、
給与制度上の課題の検討をもとに、本県独自の給料表をは
じめ給与制度に係る詳細な基礎資料を作成した。
・国及び他都道府県の給与制度等について調査し、給料表
を中心として給与制度上の課題について検討を行った。

【公平審査業務の適切・着実な実施】
　係属事案の裁決等に向けた着実な審理進行と事
案の処理、判例動向等の調査・研究等に取り組
む。

・勤務条件に関する措置要求事案について、他団体の類似
事案等の調査などを行い、判定につなげた。
・不利益処分に関する不服申立て事案について、判例調
査、口頭審理などを行い、裁決につなげた。

・不利益処分に関する不服申立て事案について、円滑な進
行について検討を行った。
・２件の不利益処分に関する不服申立てがあり審理を開始
した。

・不利益処分に関する不服申立て事案について、口頭審理
を開催するなど審理を進めた。

・不利益処分に関する不服申立て事案について、口頭審理
を開催するなど審理を進めた。

【労働基準関係法令等の周知徹底】
　法令等の周知徹底の取組みを行うとともに、報
告、届出、申請に基づく許認可業務の適切かつ効
率的な実施に取り組む。

・職場における過重労働対策等の講演、労働基準関係法令
等に係る諸手続を中心に研修会を実施した。

・各事業所（508箇所）における労働基準監督法令等の適用
状況及び報告・届出等の状況をデータベースを用いて管理
し、適宜指導等を行った。

・事業所（20箇所）を抽出し､職員の勤務時間､衛生･健康管
理体制､特定機械等に係る管理状況等法令等の遵守状況につ
いて､実地調査及び指導を実施した。

・引き続き法令等の遵守状況について､指導等を実施すると
ともに、労働基準関係法令等の周知徹底を図るための「労
働基準関係事務の手引」の改訂に着手した。

【適正な給与報告・勧告に向けた調査及び給与制
度の調査研究の実施】
　次に掲げる業務を実施して県職員の給与等の実
態及び社会一般の情勢等を的確に把握し、適正な
給与制度を確保するための基礎資料を作成すると
ともに、給与制度の調査・研究に取り組む。

・職種別民間給与実態調査の実施
　地方公務員の給与を民間の従業員の給与と比較
検討するための基礎資料を作成する。

・職員給与等実態調査の実施
　職員の給与等の実態を把握し、適正な給与制度
を確保するための基礎資料を作成する。

・人事に関する統計報告調査の実施
　県職員に係る人事行政の適正な運営を図るため
に必要な統計資料を作成する。



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

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

045-651-3243（総務課）連絡先（電話番号）

【受託団体に係る公平委員会事務】
　公平委員会事務を受託した29市町村等に係る公
平審査関係業務及び職員団体等関係事務を行う。

・公平委員会事務の受託に要する平成25年度の経常経費負
担額を決定し、各団体に納入通知書等を送付した。（納付
確認済み）
・平成25年度の受託公平委員会事務の状況を各団体に通知
した。
・各団体の組織の新設、改廃等に伴う管理職員等の範囲を
定める規則の改正を行った。

・受託団体職員による１件の不利益処分に関する不服申立
てがあり審理を開始した。

・不利益処分に関する不服申立て事案について、口頭審理
を開催するなど審理を進めた。
・不利益処分に関する不服申立ての処理に要した経費及び
平成27年度の経常経費負担額の積算を行った。

・受託団体に対し、不利益処分に関する不服申立ての審査
や職員団体の登録事務等、公平委員会事務の概要について
の説明会を実施した。

人事委員会を11回開催し、人事行政に関する審議を行った。また、職員採用試験
を円滑に実施するとともに、「職種別民間給与実態調査」などの調査を適切に実
施したほか、職員の勤務条件に関する業務を着実に実施した。

人事委員会を10回開催し、人事行政に関する審議を行ったほか、Ⅰ種行政や免許
資格職、Ⅲ種、警察官などの採用試験を円滑に実施した。また、給与報告・勧告
に向けて、給料表の改定手法を研究するとともに各調査を基に公民給与の精確な
データの収集に努め詳細な把握ができた。

人事委員会を11回開催し、人事行政に関する審議を行った。また、次年度以降の
県職員採用試験に関する取組方法の見直しや準備を着実に進めた。さらに、大学
のキャリア教育などの場に参加し、県庁の魅力や仕事のやりがい等について説明
を行った。
給与関係データの収集や分析、課題の整理、新たな給料表の作成等を行い、人事
委員会における十分な協議を経て、「職員の給与等に関する報告及び給与改定に
関する勧告」を実施した。

人事委員会を10回開催し、人事行政に関する審議を行った。また、課の取組方針
や事業計画の進捗を踏まえながら、職員採用説明会を実施するなど次年度に向け
た事業運営の準備を進めた。
給与制度の改正のための人事委員会規則及び運用通知の制定及び改正等により
「給与制度の総合的見直し」に適切に対応することができた。多数の給与等の承
認手続を短期間に迅速かつ正確に実施した。さらに、不利益処分に関する不服申
立て事案については、口頭審理の開催や委員会での協議を重ねることにより審理
を着実に進めることができた。

局の取組方針や事業計画に基づき、職員採用に関する業務や職員の給与に関する
業務、公平審査に関する業務及び人事制度に関する調査・研究等、全般にわたっ
て、適切かつ着実に業務を遂行することができた。

局長評価


