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教育局 生涯学習部

Ⅰ　業務概要

マナビィ 

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/4018/

所属のホームページ

生涯学習課

室・課（出先は所属）名

「マナビィ」は、故・石ノ森
章太郎氏（漫画家）が無償で
デザインした、生涯学習のマ
スコットマークです。

第１号様式
所属進行表

私たち生涯学習課は、主に次の仕事をしています。

＊生涯学習の推進＊

県生涯学習審議会の開催や、県の施設・人材を活用した講座を開設し

ています。また、生涯学習に係る指導者等を対象とした研修も実施して

います。

＊家庭教育の推進＊

インターネット等を通じて、家庭教育に必要な情報を提供しています。

＊放課後子ども教室への補助等＊

市町村で実施している放課後子ども教室等への補助や、事業に関わる

職員等の質の向上を図るための研修を行っています。

＊社会教育施設との連絡・調整＊

県立の図書館、博物館、美術館との連絡・調整を行っています。

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

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

40,496 33,955 6,541 △ 3,238 37,258

552 552 552

5,000 4,430 4,430

46,048 552 0 33,955 10,971 △ 3,238 42,240

項目 (再)配当額

事業費 88,869 208 598 4,846 1,408 66,576 73,636

維持管理費 0

計 88,869 208 598 4,846 1,408 66,576 73,636

64,841 42,245 65,206 44,752 217,043

65,049 42,842 70,052 46,159 66,576 290,679

△ 64,496 △ 42,842 △ 36,097 △ 35,189 △ 69,814 △ 248,439

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

財産収入

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）

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 3 3 3

計（人） 25 24 24 24

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/4018/


Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況

　(1)　県立博物館等の入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

40,00019,1709,008 12,9851,886 43,049

(前年度実績) 11,73810,807 1,24910,035 33,829

130,00021,85030,94243,35171,869 168,012

(前年度実績) 15,77022,33718,07921,102 77,288

140,00034,77030,38073,21040,513 178,873

(前年度実績) 33,34730,26038,14440,442 142,193

前年度並 67,976103,55067,36856,750 295,644

(前年度実績) 68,838106,16778,50956,574 310,088

143,766173,880196,914171,018685,578

２　放課後子ども教室等推進事業実施状況

　(1)　放課後子ども教室等推進事業補助金の交付

　　　放課後子ども教室等推進事業を実施する市町村に対し、補助金を交付しています。

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

22市町村 0 0 0 0 22 22市町村

66,992千円 0 0 0 0 60,82245,945千円

３　業務実績

項目
年間目標

(計画人数)

合計

　　　　　　実績人数　　　　　　　（単位：人）　

金沢文庫入館者数

近代美術館入館者数

歴史博物館入館者数

生命の星・地球博物館入館者数

　　　    交付決定額　　　　　　　　(単位：千円)
前年度

※平成27年度は、土曜日の教育活動支援事業を含む。 （第２四半期交付決定通知送付。第４四半期交付変更決定。）

年間目標
（計画）

市町村数

交付決定額

項目

３　業務実績

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

*放課後子ども教室等推進コース
 5/29(小田原合庁)87名、
 6/30(藤沢合庁)102名

*学校と地域との協働推進
 7/31(県民Ｃ)35名、8/6(藤沢合庁)23名、8/20(高
相合庁)23名
*放課後子ども教室等推進コース
 9/3(秦野市本町公民館)29名
*県立高等学校ＰＴＡ担当教員
 8/19(県民Ｃ)142名

*放課後子ども教室等推進コース
10/7(体育Ｃ)40名
11/6(高相合庁)85名
*朝の子どもの居場所づくりボランティア研修コー
ス
12/16(大磯町立大磯小学校）18名
12/18(大磯町立国府小学校）10名

*朝の子どもの居場所づくりボランティア研修コー
ス
1/20(海老名市立東柏ケ谷小学校）11名

実績・進捗状況項目

生涯学習審議会に関すること

実施事業なし

部会の開催　8/5(5名）、事例調査の実施

部会の開催 10/22(4名)、
審議会の開催 11/17(11名)

部会の開催　1/7(６名)、3/25(５名)
審議会の開催　1/29(12名)

生涯学習指導者研修



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

新たな取組みも含め、順調に第２四半期の業務を進めることができた。引き
続き着実に取組みを進めていく。

・入館者数が前年度を下回っている施設もあることから、県民の皆様
　に広く県立の美術館、博物館を知っていただき、多くの方にご利用
　いただくために、各館の企画についてツイッターや各種媒体をフル
　活用して情報発信に取り組み、今後の利用者増につなげていきたい。

・８月に第12期生涯学習審議会第４回部会を開催し、市町村アンケー
　トや事例調査について議論した。「生涯学習の成果の活用」に向け
　て、引き続き実りある答申がなされるよう円滑な審議会運営を図っ
　ていく。

所属長評価

概ね順調に平成27年度の事業をスタートできたが、特に次の２点に留意しな
がら、第２四半期以降に取り組んでいく。

・県立博物館等の入館者については、各館の意欲的な取組みにより、概
　ね順調に伸びているので、引き続き、各館で予定している事業を積極
　的にアピールするなど、効果的な情報発信を行っていく。

・第12期生涯学習審議会の審議が２年目に入ったが、引き続き活発な議
　論をしていただき、来年５月の答申に向け適切に事業を推進していく。

第３四半期に予定していた業務について、順調に進めることができた。引き
続き積極的な取組みを進めていく。

・金沢文庫等の入館者については、各館の意欲的な取組みの成果が現
　われ、第３四半期の同期比で、前年を上回っており、引き続き、各
　館で予定している事業を積極的にアピールしていく。

・10月に第12期生涯学習審議会第５回部会を、11月に第３回審議会を開第３四半期

第４四半期

総合評価

年度末にあたる第４四半期は、市町村補助事業への交付決定など、重要な経
理処理を遺漏なく行うとともに、生涯学習審議会による審議を着実に進める
など、予定していた業務について、適切に対処することができた。

27年度は、年度末に近代美術館鎌倉館が閉館し、多くの県民に最後の展覧会
を御覧いただいた。その美術館活動は鎌倉別館と葉山館とで確実に引き継い
でいきたい。その他の事業については、計画的な進行を行うことができ、全
般として適切な遂行ができた。
今後も、県民の皆様一人ひとりが生涯学習を行うことができる環境づくりに
向け、引き続き取り組んでいきたい。

045-210-8337連絡先（電話番号）

・10月に第12期生涯学習審議会第５回部会を、11月に第３回審議会を開
　催し、市町村アンケートや事例調査の結果報告を踏まえ、答申の骨子
　案について議論した。引き続き、実りある答申がなされるよう、円滑
　な審議会運営を図っていく。

・「朝の子どもの居場所づくり」モデル事業の28年１月からの開始に
　向けて、生涯学習指導者研修において同事業のボランティア研修コー
　スを実施し、モデル事業の着実な推進を図った。


