
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 102,317,320 29,383,150 19,049,210 30,745,745 21,333,344 1,424,405 101,935,854

諸収入 1,792,258 485,747 465,415 457,939 347,184 25,928 1,782,213

財産収入 333,316 296,140 8,486 24,557 8,704 3,217 341,105

使用料及び手数料 10,278,745 106,249 1,337,143 4,825,740 3,987,687 26,825 10,283,644

その他 1,658,202 318,746 14,108 32,536 93,398 1,059,367 1,518,154

収入計（A) 116,379,841 30,590,032 20,874,362 36,086,517 25,770,317 2,539,742 115,860,971

項目 (再)配当額

業務運営進行表

収入済額

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

局名 教育局

支出済額

収
入

教育局は、小・中学校や県立の高等学校・中等教育学校・特別支援学校、

図書館・博物館・文化財などに関する仕事をしています。

かながわ教育ビジョンの着実な推進に向け、「心ふれあう教育」、「イン

クルーシブ教育の推進」、「県立学校の教育環境の改善」、「子ども・子育

てを支える地域社会の基盤の充実」などの教育施策を重点的な取組みとして、

様々な課題解決に努めています。

事業費 385,976,325 95,291,910 73,671,027 106,815,128 68,661,514 34,435,673 378,875,252

維持管理費 5,389,225 711,652 1,228,249 1,153,335 1,658,627 610,540 5,362,403

計 391,365,550 96,003,562 74,899,276 107,968,463 70,320,141 35,046,213 384,237,655

38,032,777 25,321,459 38,737,709 26,762,935 128,854,880

134,036,339 100,220,735 146,706,172 97,083,076 35,046,213 513,092,535

△ 103,446,307△ 79,346,373△ 110,619,655△ 71,312,759△ 32,506,471△ 397,231,564

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

13,293 13,365 13,361 13,311

6,157 6,867 6,924 6,608

19,450 20,232 20,285 19,919

Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

 (１) かながわ教育ビジョンの推進状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

１回 － － １回 － １回

１回 － － １回 － １回

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出計(B)

（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。

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

計（人）

　  かながわ教育ビジョンに掲げた理念の実現に向けて、かながわ教育ビジョンの一部改定を行う
　とともに、「かながわ人づくりコラボ2015」を開催し、県民との教育論議を行うことで、明日の
　かながわを担う人づくりを進めるための教育施策の推進を図る。

項目
年間目標
（計画）

実績・進捗状況 　　　　　　(単位：回)

人づくりコラボ開催回数

（前年度実績）



 (２) 学校防災力の強化

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

 (１) 不祥事根絶に向けた取組

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

（２）神奈川県まなびや基金寄附金募集の促進

２　行政部

　学校防災推進会議において「学校防災活動マニュ
アル」の改訂作業、及び情報伝達訓練の実施内容に
ついて検討を行った。また、「防災に関する事例
集」の作成に向け、事例収集を行った。

  「学校防災活動マニュアル(作成例)」の改訂版を
作成し、県立学校、市町村教育委員会等に配付し
た。
  「地域と連携した防災訓練等事例集【平成27年度
版】」を発行し、県立学校及び市町村教育委員会等
に配付した。
  津波防災の日の全国的な訓練にあわせ、沿岸部の
県立学校31校において、災害時の緊急連絡機器など
を使用した教育局・学校・保護者間での情報伝達訓
練を実施した。

項目 実績・進捗状況

学校防災力の強化

　「学校防災活動マニュアルの改訂」、「教育局・
学校・保護者間での情報伝達訓練の実施」及び「防
災に関する事例集の作成」に向け、検討を行った。

　平成28年度に向け、「学校防災活動マニュアルの
改訂」及び「情報伝達訓練の実施」の方針について
検討を行った。

6 14

年間目標
（計画）

実績・進捗状況　　　　　　(単位：人)
項目

懲戒処分者数 11人以下 2 4 2

（２）神奈川県まなびや基金寄附金募集の促進

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

100,000 27,621 14,051 26,205 18,269 0 86,146

（３）高等学校奨学金の貸付返還金の回収強化

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

1,977,213 79,950 688,644 403,092 437,058 0 1,608,744

925,686 136,571 304,364 267,625 222,351 16,754 947,665

- 2,733 4,243 2,842 4,840 0 14,658

（４）まなびや計画の着実な推進

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

10 校 2 校 4 校 2 校 2 校 10 校

5 校 1 校 3 校 0 校 1 校 5 校

110 施設 0 施設 0 施設 58 施設 52 施設 110 施設

（５）教員の勤務実態改善の取組

実績・進捗状況

　平成27年度教員の勤務実態改善に向けた取組の基本方針を定めた。

　県立学校長会議学校経営研究会ワーキンググループ会議を開催した。
また、県立学校全教員に対して、勤務実態に関するアンケートを実施した。

項目
年間目標
(計画額)

実績・進捗状況　　　　　　　(単位：千円)

　教員の勤務実態に関するアンケートの取りまとめを行った。
　勤務実態に関するアンケートを取りまとめ、結果を各所属へ送付した。
　勤務実態改善について、取組状況の調査を行った。

第４四半期

寄附金額

項目

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目
年間目標
(計画額)

実績・進捗状況　　　　　　　（単位：千円、件）　

貸付額

返還額

督促・催告件数

項　目
実績・進捗状況　　　（着工数及び完工数）

耐震化工事

老朽化対策工事

建築基準法12条等に基づく点検



（６）公立学校の教職員のメンタルヘルスにかかる講習会の受講率向上

実績

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計 受講率

100% 0 92 103 0 195 96%

0 134 14 0 148 73%

３　指導部

（１）確かな学力の向上

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）ＩＣＴ利活用教育の推進

目標数

受講率

（前年度実績）

所属数：203

実績・進捗状況　　　　　　　　　(所属数）　　　　　　　　　　

項目

　　　教職員のメンタル不調防止・早期対策のため、教職員向けのメンタルヘルス講習会の充実
　　を図る。

主な項目

実績・進捗状況

確かな学力の向上

【かながわグランドデザイン　プロジェク
ト　№15　教育】
　本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに位
置づけられている事業です。プロジェクト
では数値目標の一つとして「主体的な学習
活動を通じて、思考力・判断力・表現力を
高めることができたと思う高校生の割合」
を掲げており、今年度の目標値は、53％と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/783679.pdf#page=46

　指導主事が県立高校を訪問し、各校の「組織的な
授業改善」の取組について、成果と課題を把握し、
指導・助言を行った。

　引き続き指導主事が県立高校を訪問し、各校の
「組織的な授業改善」の取組について、成果と課題
を把握し、指導・助言を行った。

　引き続き指導主事が県立高校を訪問し、指導・助
言を行った。
　また、優れた授業改善の取組については、全ての
県立高校の教員が対象の教育課程説明会等で事例発
表を行い、全県立高校への普及を図った。

　学校にアンケートを行った結果、今年度の実績値
は54％、達成率（実績値／目標値）は101.9％で、
目標を達成した。

（２）ＩＣＴ利活用教育の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

ＩＣＴ利活用教育の推進

【かながわグランドデザイン　プロジェク
ト　№15　教育】
　本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに位
置づけられている事業です。プロジェクト
では数値目標の一つとして「『生徒にＩＣ
Ｔ活用を指導する能力』が高まったと感じ
る教員の割合」を掲げており、今年度の目
標値は、65％となっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/783679.pdf#page=46

　指導主事が県立高校を訪問し、多くの教員がICT
を効果的に活用した授業を行えるよう指導・助言を
行った。

　引き続き指導主事が県立高校を訪問し、多くの教
員がICTを効果的に活用した授業を行えるよう指
導・助言を行った。

　引き続き指導主事が県立高校を訪問し、指導・助
言を行った。
　また、ＩＣＴを活用した優れた授業については、
全ての県立高校の教員が対象の教育課程説明会等で
事例発表を行い、全県立高校への普及を図った。

　学校にアンケートを行った結果、今年度の実績値
は59.7％、達成率（実績値／目標値）は91.8％で、
目標を若干下回った。

項目 実績・進捗状況

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at


（３）子どもの未病対策の取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組とし
て、「体力テストキャラバン隊」及び夏休み「みん
なで朝ラジ!!プロジェクト」を実施した。
　「体力テストキャラバン隊」について、小学校で
の体力テストや研修会への派遣を行った。
　夏休み「みんなで朝ラジ!!プロジェクト」につい
て、県内全公立小学校に通う児童へラジオ体操カー
ドを配付し、県立相模原公園にてラジオ体操講習会
を実施した。

　「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組とし
て、「体力向上キャラバン隊」の派遣、「運動習慣
カード」の配付及び「健康・体力つくりフォーラ
ム」を開催。
　①「体力向上キャラバン隊」として、小学校での
体力テストや研修会へキャラバン隊を派遣。
　②運動習慣カードを県内公立小学校（政令市を除
く）に通う児童へ配付。
　③健康・体力つくりフォーラムを開催し、健康・
体力つくり実践研究校の中間報告等を発表。

　「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組とし
て、「体力テストキャラバン隊」の派遣及び「健
康・体力つくり実践研究校」の研究会を実施した。
　①体力テストキャラバン隊として、小学校での教
員研修会や地区ごとの教員研修会へキャラバン隊を
派遣した。
　②健康・体力つくり実践研究校の今後の方向性等

　「子ども☆キラキラプロジェクト」の取組として
体力テスト「キャラバン隊」を小学校等に派遣する
とともに、平成26年度神奈川県児童生徒・体力運動
能力調査について、報告書を作成・配布した。

項目 実績・進捗状況

子どもの未病対策の取組

【かながわグランドデザイン　プロジェク
ト　№16　スポーツ】
本事業は本県の総合計画である「かながわ
グランドデザイン」のプロジェクトに位置
づけられている事業です。プロジェクトで
は数値目標の一つとして「小学生が週３回
以上の運動やスポーツを実施する率」を掲
げており、今年度の目標値は、41％となっ
ています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/783679.pdf#page=47

４　インクルーシブ教育推進課

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）インクルーシブな学校づくりを目指した実践研究を行う市町村に対する研究委託

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

市町村数 １市町村 1 0 0 0 0 1

　②健康・体力つくり実践研究校の今後の方向性等
を検討した。
　学校にアンケートを行った結果、今年度の実績値
は38.8％、達成率（実績値／目標値）は94.6％で目
標を若干下回った。

　第３回インクルーシブ教育推進運営協議会におい
て252名の参加を得て開催し、共生社会の実現に向
けて、地域の子どもを地域で育てていくことの大切
さについて、協議した。

　第２回インクルーシブ教育推進フォーラムにおい
て175名の参加を得て開催し、共生社会の実現に向
けて、地域の子どもを地域で育てていくことの大切
さについて、協議した。

実績・進捗状況

インクルーシブ教育推進フォーラムの開催
状況

　インクルーシブ教育推進フォーラムの開催に向
け、検討を行った。

年間目標
（計画）

実績・進捗状況
項目

（１）インクルーシブ教育推進フォーラムの開催状況

　第１回インクルーシブ教育推進フォーラムを300
名の参加を得て開催し、共生社会の実現に向けて、
地域の子どもを地域で育てていくことの大切さにつ
いて、協議した。

項目

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at


５　支援部

（１）「いのちの授業」の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）かながわの子ども・若者の支援の在り方について

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（３）いじめ・暴力行為等の未然防止等に係る取組の推進

実績・進捗状況

かながわの子ども・若者の支援の在り方に
ついて

　いのちの授業大賞表彰式を開催し、優秀作品の表
彰、受賞者による作品朗読及び授業紹介などを行っ
た。

　かながわの子ども・若者の支援のあり方検討会議
を設置した。
　第１回「かながわの子ども・若者の支援のあり方
検討会議」を開催した。

項目 実績・進捗状況

「いのちの授業」の推進

　県庁公開日に「いのちの授業」大賞授賞式の様子
を上映し、受賞作文を配布した。

　いのちの授業大賞にかかる作品募集を行った。
また、いのちの授業の事例収集を行った。

　いのちの授業大賞審査会を実施した。

項目

　かながわの子ども・若者支援在り方検討会議（仮
称）の設置に向け、準備を行った。

　第２～４回「かながわの子ども・若者の支援のあ
り方検討会議」を開催した。

　第５回「かながわの子ども・若者の支援のあり方
検討会議」を開催した。

（３）いじめ・暴力行為等の未然防止等に係る取組の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　ア　タブレット型パソコン等の情報機器の導入状況

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 累計

27 0 0 0 27 0 27

　イ　企業における体験実習の実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

200 35 21 75 81

導入学校数

実施生徒数 212

（４）特別支援学校における就労支援の促進

実績・進捗状況　　　　　　　　　　（単位：校）　

　企業等と連携し、５月30日・31日にファミリー・
コミュニケーション・フェスティバルを実施し、
9,130人の参加があった。

　第４回神奈川県いじめ防止対策調査会を８月７日
に開催し、「いじめを未然に防ぐための環境づく
り」について協議した。

　第５回神奈川県いじめ防止対策調査会を11月17日
に開催し、「いじめを未然に防ぐための環境づく
り」について協議した。

年間目標
（計画）

項目
年間目標
（計画）

実績・進捗状況　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

いじめ・暴力行為等の未然防止等に係る取
組の推進

項目 実績・進捗状況

項目

　第６回神奈川県いじめ防止対策調査会を１月18日
に開催し、教育委員会からの諮問事項である「いじ
めの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処の
ための対策に係る県教育委員会の取組について」の
協議を行い、１月28日に答申書が提出された。答申
では「いじめ」の認定についての見解及びいじめの
未然防止のための提言がなされた。

200 35 21 75 81実施生徒数 212



６　生涯学習部

（１）アスリートの育成

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）博物館等の魅力向上～入館者100万人をめざして～

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

40,000 19,170 9,008 12,985 1,886 43,049

(前年度実績) 11,738 10,807 1,249 10,035 33,829

130,000 21,850 30,942 43,351 71,869 168,012

(前年度実績) 15,770 22,337 18,079 21,102 77,288

140,000 34,770 30,380 73,210 40,513 178,873

(前年度実績) 33,347 30,260 38,144 40,442 142,193

前年度並 67,976 103,550 67,368 56,750 295,644

項目

項目

実績・進捗状況

28年度の助成対象等について、検討を行った。

歴史博物館入館者数

アスリートの育成

アスリートの育成支援に向け、検討を行った。

20名に助成を行い、６名の選手の自己記録更新に貢
献した。

20名に助成を行い、11名の選手の自己記録更新に貢
献した。

年間目標

(計画人数)

実績・進捗状況　　　　　　　（単位：人）　

金沢文庫入館者数

近代美術館入館者数

前年度並 67,976 103,550 67,368 56,750 295,644

(前年度実績) 68,838 106,167 78,509 56,574 310,088

143,766 173,880 196,914 171,018 685,578

(前年度実績) 129,693 169,571 135,981 128,153 563,398

開催期間 入館者数 開催期間 入館者数

12/19～12/26 861名 

1/6～1/30 4,730名 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

7回 2回 2回 1回 2回 7回

1,000名 406名 401名 180名 439名 1,426名 

下半期実施予定

12/19～1/30
（30日間）

遺跡展の内容

（３）埋蔵文化財の普及活動の充実

合計

　ア　「かながわの遺跡展」の実施状況

参加者数（合計）

第３四半期
「縄文の海　縄文の森」

第４四半期

第１四半期

第２四半期

項目
年間目標
（計画）

実績・進捗状況　　　　

11/8(180名)
1/11(211名)
2/13(228名)

 5,100名

5/17,7/13,8/3
0,9/20,10/26,
12/7,3/14

5/16（197名）
6/14（209名）

7/26(170名)
9/ 5(231名)

開催回数

開催期間
（及び参加者数内訳）

　イ　考古学講座の実施

生命の星・地球博物館入館者数

時期
計画 実績



（４）総合型地域スポーツクラブの育成

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

県内総合型地域スポーツクラブの総会員数

【かながわグランドデザイン　プロジェク
ト　№16　スポーツ】
　本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに位
置づけられている事業です。プロジェクト
では数値目標の一つとして「県内総合型地
域スポーツクラブの総会員数」を掲げてお
り、今年度の目標値は、26,700人となって
います。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at
tachment/783679.pdf#page=46

地域スポーツクラブの認知度を上げるため、周知方
法について市町村ごとに検討を行った。

実現の可能性や市町村の状況を把握するため、アン
ケートを実施した。

アンケート結果に基づき、クラブと市教委等との個
別の調整を行い、チラシの配布やポスターの掲示に
ついて、５市町６クラブで直接広報を行う事が可能
となった。

  平成28年３月31日現在、県内の総合型スポーツク
ラブの会員総数は29,938人となっており、目標値で
ある26,700人を3,000人以上上回る結果となった。
　より広域で総合型地域スポーツクラブが認知され
るよう、継続して学校へのチラシ配布やポスター掲
示の実施について県内市町村へ働きかけた。

項目

　教育局の取組方針を策定し、年間目標の達成に向けて着実に業務を推進し
た。
　「特別支援学校における就労支援の促進」については、５月、６月と企業体
験実習を実施し、５１名の生徒が参加した。
　また、「博物館等の魅力向上」については、３館において前年度入館者数を
上回り、全体では昨年度に比べ１割増加している。
　今後とも、より効果的な業務運営に努めていく。

　「インクルーシブ教育推進フォーラムの実施状況」については、８月に第１
回インクルーシブ教育推進フォーラムを300名の参加を得て開催し、共生社会
の実現に向けて、地域の子どもを地域で育てていくことの大切さについて、協
議した。
　「子どもの未病対策の取組」については、「体力テストキャラバン隊」及び
夏休み「みんなで朝ラジ!!プロジェクト」を実施した。
　「体力テストキャラバン隊」については、小学校での体力テストや研修会へ
の派遣を実施した。

実績・進捗状況

第３四半期

第４四半期局長評価

の派遣を実施した。
　夏休み「みんなで朝ラジ!!プロジェクト」については、県内全公立小学校に
通う児童へラジオ体操カードを配付し、県立相模原公園にてラジオ体操講習会
を実施した。
　今後とも、より効果的な業務運営に努めていく。

　かながわ教育ビジョンの一部改定を行うとともに、11月７日に「かながわ人
づくりコラボ2015（かながわ教育ビジョンの一部改定の報告、講演、県民の方
との教育論議等）を実施した。
　「インクルーシブ教育推進フォーラムの実施状況」については、10月に第２
回、11月に第３回インクルーシブ教育推進フォーラムをそれぞれ175名、252名
の参加を得て開催し、共生社会の実現に向けて、地域の子どもを地域で育てて
いくことの大切さについて、協議した。
　「子どもの未病対策の取組」については、健康・体力つくりフォーラムを開
催し、健康・体力つくり実践研究校の中間報告等を発表した。
　今後とも、より効果的な業務運営に努めていく。

　「確かな学力の向上」の取組では、「主体的な学習活動を通じて、思考力・
判断力・表現力を高めることができたと思う高校生の割合」は54％で目標を達
成した。
　「ＩＣＴ利活用教育の推進」の取組では、「『生徒にＩＣＴ活用を指導する
能力』が高まったと感じる教員の割合」は59.7％、「子どもの未病対策」の取
組では、「小学生が週３回以上の運動やスポーツを実施する率」は39.8％で目
標を若干下回った。
　「埋蔵文化財の普及活動の充実」の取組では、「かながわの遺跡展」の入館
者数は5,591名、「考古学講座の実施」の参加者数は1426名で目標を達成し
た。
　「博物館等の魅力向上」の取組では、各施設が設定した目標数値を４施設中
３施設が達成し、博物館等への年間入館者数は昨年度より約12万人の増となっ
た。
　「県内総合型地域スポーツクラブの育成」の取組では「平成28年３月31日現
在、県内の総合型スポーツクラブの会員総数は29,938人となっており、目標値
である26,700人を3,000人以上上回る結果となった。
　年間目標の達成に向け、着実な業務運営を行った。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/at


総合評価

045-210-8113

　平成27年度教育局の取組方針を策定し、かながわ教育ビジョンに掲げた理念
の実現に向けて取り組み、概ね年間目標を達成することができた。おもな年間
目標の達成状況は次のとおりである。

【目標を達成した取組】
◆　かながわ教育ビジョンの推進について、ビジョンの一部改定を行うとと
　もに、11月７日に「かながわ人づくりコラボ2015」を開催し、その報告を
　行った。
◆　高等学校奨学金の貸付返還金について、電話催告の実施、口座振替の推
　進及び催告書の送付により、計画どおり回収することができた。
◆　確かな学力の向上について、主体的な学習活動を通じ思考力判断力表現
　力を高めることができたと思う生徒の割合は54％となり、目標値を達成し
　た。
◆　特別支援学校における就労支援について、企業体験学習参加者は212人
　となり年間目標200人を達成した。
◆　「博物館等の魅力向上」の取組では、各施設が設定した目標数値を４施
　設中３施設が達成し、博物館等への年間入館者数は昨年度より約12万人の
　増となった。

【目標を達成できなかった取組】
◆　不祥事根絶に向けた取組については、27年度の懲戒処分者数が14名で年
　間目標（11名以下）を達成できなかった。
◆　『生徒にＩＣＴ活用を指導する能力』が高まったと感じる教員の割合」
　の27年度の実績値は59.7％で、年間目標（65％）を若干下回った。
◆　「小学生が週３回以上の運動やスポーツを実施する率」の27年度の実績
　値は38.8％で、年間目標（41％）を若干下回った。

　平成27年度の業務運営状況を踏まえ、平成28年度においても、かながわ教育
ビジョンに掲げた理念の実現に向け、教育施策を進める。

連絡先（電話番号）


