
局名 部名

教育局 行政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　行政事務調査 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

18 4 8 5 3

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/4019/

所属のホームページ

行政課

室・課（出先は所属）名

（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。

項目 年間目標
　実績　　　　　　　　　　　（単位：校）　

累計

調査数 20

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

第１号様式 

所属進行表 

行政課長の舘です。                  

 行政課は、主に次の仕事をしています。 

① 教育局の条例案や規則案などの審査をしています。 

② 教育局や県立学校の事務の執行状況を調査するなど不祥事防止を推進  

 しています。 

③ 教育関係の統計資料の作成を行っています。 

④ 教職員の人事考査や懲戒処分等を行っています。 

⑤ 人権教育を総合的に推進しています。 

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 累計

年間計画額

2,092 642 1,139 1,781

0

0

2,092 0 642 0 0 1,139 1,781

項目 (再)配当額

事業費 29,664 6,594 6,821 7,050 6,637 1,624 28,725

維持管理費 0

計 29,664 6,594 6,821 7,050 6,637 1,624 28,725

66,012 43,960 67,900 46,664 224,537

72,606 50,781 74,950 53,301 1,624 253,262

△ 72,606 △ 50,139 △ 74,950 △ 53,301 △ 485 △ 251,481

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

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 22 22 22

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 25 25 25 25

配置職員数



２　迅速な考査と不祥事根絶に向けた取組の推進

　職員考査業務

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

11人以下 2 4 2 6

３　人権教育に関する講座実施状況

　　行政課を実施主体とする各種研修講座　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　実績

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

８回 ３回（102人） ４回（155人） １回（33人） 0回（ 0人）

３回 １回（166人） １回（186人） １回（217人） 0回（ 0人）

４回  ２回（86人） １回（37人） １回（33人） 0回（ 0人）

２回 ０回（０人） ２回（92人） ０回（０人） 0回（ 0人）

１回 ０回（０人） ０回（０人） １回（217人） 0回（ 0人）

４　各室課所管の条例案、規則案、訓令案等の審査

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　不祥事防止対策

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（カッコ内は参加人数）

14

累計

懲戒処分者数

項目
　実績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

項目
年間計画

(研修回数) 累計

人権教育指導者養成研
修講座(公開講座) ８回（290人）

全県人権教育研究校発
表会 １回（217人）

項目

年間目標
（計画）

実績・進捗状況

不祥事根絶に向けた取組

不祥事防止会議を開催し、平成27年度の不祥
事防止の取組について決定・通知し、各所属
に不祥事ゼロプログラムの実施を依頼すると
ともに、県立学校重点課題総点検の実施に向
け、質問項目の調整等を行った。

県立学校の全教職員を対象に「県立学校重点
課題総点検」を実施し、回答結果の取りまと
め、分析を行った。

「県立学校重点課題総点検」の結果を元に、
点検項目ごとに対応について検討を行った。
また、県立学校長を対象に研修を行うととも
に、不祥事防止職員啓発資料を発行した。

「県立学校重点課題総点検」の結果を分析
し、抽出した課題及び考えられる原因をもと
に対応策を提示するとともに、職員が容易に
理解できる「不祥事防止ポイント集」を作成
し、全県立学校に配布した。

項目 実績・進捗状況

各室課所管の条例案、規則案、訓令案等
の審査

各室課所管の条例案等の審査を行った。

各室課所管の条例案等の審査を行った。

各室課所管の条例案等の審査を行った。

各室課所管の条例案等の審査を行った。

県立学校人権教育研修
講座 ３回（569人）

県市町村人権教育担当
者研修会 ４回（156人）

県立学校人権教育スキ
ルアップ研修講座 ２回（ 92人）



６　人権教育の啓発

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(210)8081連絡先（電話番号）

所属長評価

不祥事根絶に向けた取組を進めるため、県立学校重点課題総点検の実
施に向けた調整等を行った。他の業務についても、概ね適切な業務運
営を図ることができた。

「県立学校重点課題総点検」の実施結果の分析・対応案の検討、県立
学校長に対する研修、不祥事防止啓発資料の発行等を行った。他の業
務についても、概ね適切な業務運営を図ることができた。

「県立学校重点課題総点検」の結果を分析し、抽出した課題及び考え
られる原因をもとに対応策を提示するとともに、「不祥事防止ポイン
ト集」を作成し、全県立学校に配布することができた。他の業務につ
いても、概ね適切な業務運営を図ることができた。

不祥事防止対策については、不祥事根絶に向けた取組として、「県立
学校重点課題総点検」を実施し、その結果の分析により、「不祥事防
止ポイント集」を作成し、全県立学校に配布することができた。ま
た、人権教育の啓発等の業務についても、年間を通じ概ね計画的に業
務を運営を図ることができた。

不祥事根絶に向けた「県立学校重点課題総点検」の実施、人権教育の
啓発に資するセクシュアル・ハラスメント防止啓発ポスターの作成・
配付など、全体として概ね計画的かつ適切な業務運営を図ることがで
きた。

項目 実績・進捗状況

人権課題の推進に向けた取組

セクシュアル・ハラスメント防止啓発ポス
ター及び高等学校向け拉致問題啓発事例作成
の準備をした。

セクシュアル・ハラスメント防止啓発ポス
ターを作成・配付した。人権啓発ポスター及
び人権学習ワークシート集（高等学校向け）
の作成準備をした。

人権啓発ポスターを作成、配付した。人権教
育啓発パンフレット及び人権学習ワークシー
ト集（高等学校向け）の作成準備をした。

人権学習ワークシート集（高等学校向け）を
作成、配付した。平成28年４月配付予定の県
立学校全児童・生徒向けセクシュアル・ハラ
スメント防止啓発資料（生徒向けにはデート
ＤＶ防止含む）を、３月末に作成し、各学校
に送付した。


