
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

局名 政策局

 政策局は、全庁の未成熟課題や部局横断的な課題に対して、県庁の縦割りを打破し、スピード

感ある対応を実現するために、一丸となって施策形成を支援しています。また、政策局として積

極的に課題を発掘し、各局に働きかけ、県全体の政策が厚みを増すよう努めています。 

 

 主な業務内容は、以下のとおりです。 

 

・ 知事・副知事の秘書業務、皇室関係及び表彰等に関する事務、戦略的広報の推進、知事の特 

 命事項に関する事務 

 

・ 政策局及び地域県政総合センターの人事管理に関する事務、政策局内の庶務、企画調整及 

 び経理、オリンピック･パラリンピック、ラグビーワールドカップ、企業連携に関する事務 

 

・ 県行政の総合的企画や総合計画の策定、科学技術政策の総合的企画や大学との連携推進、 

 土地及び水資源の総合的企画及び調整、条例案等の審査や県公報の編集及び発行等 

 

・ 市町村行政に係る協議、助言及び連絡調整、広域連携の総合的企画及び調整、地域政策の 

 総合的企画及び調整 

 

・ 情報化に係る総合的企画及び調整、地域の情報化の推進、スマート県庁推進に係る総合的 

 企画及び調整、情報セキュリティポリシー、情報システムの開発、神奈川県情報公開条例 

 及び神奈川県個人情報保護条例に基づく事務 

 

・ 基地対策の企画及び調整、基地の整理、縮小及び返還の促進、駐留軍に関する連絡及び調査、 

 基地周辺の生活環境に関する事務 

県の重点施策をわかりやすく紹介するサイト「かなかなかぞく」 

https://twitter.com/kanakanakazoku


Ⅱ　収支の状況

　（第１・四半期の主な収入・支出の状況）

　（第２・四半期の主な収入・支出の状況）

　（第３・四半期の主な収入・支出の状況）

　（第４・四半期の主な収入・支出の状況）

　（出納整理期間の主な収入・支出の状況）

(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

市町村自治振興事業収入 8,301,570 2,877,561 304 6,832,101 9,709,966

国庫支出金 5,023,588 666,720 3,583,225 241,837 122,255 -49,864 4,564,173

財産収入 13,183 11,362 1,495 386 607 270 14,120

諸収入 173,930 30,100 44,632 40,302 38,242 15,005 168,282

その他 4,319 2,060 2,156 493 514 5,224

収入計（A) 13,516,590 3,587,804 3,631,813 283,019 6,993,719 -34,589 14,461,765

項目 (再)配当額

事業費 23,786,494 2,599,909 6,523,987 2,835,130 7,843,885 2,405,551 22,208,462

維持管理費 539,030 21,236 245,262 28,453 229,468 3,078 527,497

計 24,325,524 2,621,145 6,769,249 2,863,583 8,073,353 2,408,629 22,735,959

1,199,495 818,406 1,246,959 869,330 2,009,224

3,820,640 7,587,655 4,110,542 8,942,683 2,408,629 24,745,183

△ 232,836 △ 3,955,842 △ 3,827,523 △ 1,948,964 △ 2,443,218 △ 10,283,418

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

395 412 417 417

46 54 56 59

441 466 473 476

　収入では、国からの高度情報化推進費補助金9,351万円、電源立地地域対策費交付金4,929
万円（いずれも国庫支出金）などとなっています。
　支出では、市町村振興資金貸付金13億3,833万円、市町村自治基盤強化総合補助金11億
1,157万円などとなっています。（いずれも事業費）

収入済額

　収入では、前年度からの繰越金28億7,756万円（市町村自治振興事業収入）、国からの統計
調査関係委託金6億6,672万円（国庫支出金）などとなっています。

　支出では、県議会議員及び知事選挙関係費14億7,735万円、高度情報化推進事業関係費4億
8,915万円などとなっています。（いずれも事業費）

収
入

　収入では、国からの統計調査関係委託金35億8,184万円（国庫支出金）、企業庁からの電子
計算組織運営費負担収入2,246万円（諸収入）などとなっています。

　支出では、統計調査関係費39億419万円、市町村振興宝くじ交付金11億3,259万円などと
なっています。（いずれも事業費）

　収入では、国からの統計調査関係委託金2億538万円、国からの地域活性化・地域住民生活
等緊急支援交付金3,500万円などとなっています。（いずれも国庫支出金）

　支出では、高度情報化推進事業関係費8億3,058万円、市町村振興宝くじ交付金6億5,594万
円などとなっています。（いずれも事業費）

　収入では、市町村振興資金貸付金返納68億3,210万円（市町村自治振興事業収入）、国から
の統計調査関係委託金1億2,225万円（国庫支出金）などとなっています。

　支出では、市町村振興資金貸付金41億4,500万円、貸付債権受取利益移転事業費13億2,215
万円などとなっています。（いずれも事業費）

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

計（人）

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

（注）６月１日付けの定期人事異動及びスマート県庁推進課の新設により増員となりました。

https://twitter.com/kanakanakazoku


Ⅳ　業務実施状況

１　○○部知事室

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

2 総務室

(１)　オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

10 3 1 3 1 8

（前年度実績） 5 0 0 0 5 5

重点施策に関するメディアへのプロモーションや
ウェブサイトの移設等を行った。

県の重点施策をＰＲする動画サイト「かなかなか
ぞく」に新たな動画を掲載した。

項目 実績・進捗状況

広報戦略業務
（戦略的な広報の推進）

県の重点施策をＰＲする動画サイト「かなかなか
ぞく」に新たな動画を掲載するとともに、「第８
話　子ども☆キラキラプロジェクトって何…か
な？」を中心とした感想文コンテストを実施する
等プロモーション活動を行った。

県の重点施策をＰＲする動画サイト「かなかなか
ぞく」に新たな動画を掲載するとともに、感想文
コンテスト入賞者の表彰を行った。また、「かな
チャンＴＶ」を開設した。（試行中）

　ホームページを通じた情報発信の充実に加え、競技団体・オリンピアン等を通じた関係づくり、各国
大使館・競技団体への働きかけなどにより、県内市町村への事前キャンプ誘致を図ります。

項目 年間目標
各四半期末実績（単位:件）

海外競技団体等の視察獲得件数

（注）平成28年４月１日付で総務室オリンピック・パラリンピックグループは廃止となり、
スポーツ局オリンピック・パラリンピック課に引継が行われています。

項目 実績・進捗状況

知事・副知事の秘書業務
（応接業務、随行業務等）

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行
業務等）を円滑に行うことができた。

http://www.kanagawa2020.jp 

https://twitter.com/kanakanakazoku 

「かなかなかぞく」公式ツイッター 

クリック！ 

https://twitter.com/kanakanakazoku


４　「かながわパラスポーツ推進宣言」の推進 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530381/

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

10,000 1,977 1,620 3,805 1,720 9,122

５　「ラグビーワールドカップ2019」の成功に向けた機運の醸成

年間目標
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

5,000 ‐ 950 2,750 5,511 9,211

　大会が開催される2019年に向けて、試合開催地である横浜市及び合宿地として協定を締結した小田原
市等と連携し、ラグビー競技の普及や理解促進を図ります。
　・　横浜市、小田原市及び競技団体等と連携し、子供や女性、ラグビー未経験者等の幅広い県民を対
象としたラグビー競技普及イベントを実施　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532159/

項目

　かながわパラスポーツフェスタを実施し、パラリンピック競技の楽しさを県民に伝えます。

項目 年間目標
各四半期末実績（単位:件）

かながわパラスポーツの参加
人数

（注）平成28年４月１日付で総務室オリンピック・パラリンピックグループは廃止となり、
スポーツ局スポーツ課に引継が行われています。

（注）平成28年４月１日付で総務室オリンピック・パラリンピックグループは廃止となり、
スポーツ局スポーツ課に引継が行われています。

各四半期末実績（単位:件）

ラグビー普及イベントへの
参加者数

イングランド大会 サモア×日本戦 

 パブリックビューイング 

（27.10.３） 

やってみよう！見てみよう☆ 

親子ラグビーバスツアー 

かながわパラスポーツフェスタ2015 

第１回（５/30（日）） 第３回（11/21（土）） 第２回（９/20（日）） 

県庁本庁舎公開 

ボッチャ ミニ体験会 

（３/６（日）） 

かながわパラスポーツフェスタ2015 

第１回（５/30（日）） 第３回（11/21（土）） 第２回（９/20（日）） 

https://twitter.com/kanakanakazoku


3 政策部

３　アグレッシブな職員提案の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20 0 3 0 11

20 - 8 - 13

10 0 1 3 3

8 0 3 1 0

（２）　政策形成支援

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

実績・進捗状況

スピード感があり、効率的な政策形成を実
現するため、政策レビューのあり方を見直
し、年間を通して随時に政策レビューを実
施する。

政策レビューの見直し方針をたて、「柔らかい
段階の議論」、「知事ヒアリング」の２項目に
分けてレビューを実施することとした。

政策レビューを実施（「やわらかい段階での議
論」： ５項目、「知事ヒアリング」：16項
目）し、県政の重要課題について施策の検討を
行った。

政策レビューを実施（「知事ヒアリング」：６
項目）し、県政の重要課題について施策の検討
を行った。

政策課題知事ヒアリング実施方針を定め、次年
度に向け、年度当初から政策課題を把握して効
率的な政策形成を図ることとした。

「職員提案事業推
進費」を活用した
機動的な予算化

7

（前年度実績） 4

項目

（前年度実績） 21

累計

職員提案による知
事表彰件数

14

部局横断的な政策課題に対して、迅速な解
決に向けて関係局で議論を行う場や企画調
整官ミーティングを活用したクロスファン
クションの場の設定をする。

部局横断的な課題等の解決に向け、速やかに企
画調整官ミーティング等を実施した。

部局横断的な課題等の解決に向け、速やかに企
画調整官ミーティング、ラウンドテーブル等を
実施した。

部局横断的な課題等の解決に向け、速やかに企
画調整官ミーティング等を実施した。

部局横断的な課題等の解決に向け、速やかに企
画調整官ミーティング等を実施した。

　職員が提案しやすい環境のもと、職員一人ひとりの政策立案力を活かし、職員が新しい発想で様々な
課題に取り組めるよう職員提案を実施し、その優れたアイデアを政策に結びつけることにより、職員の
やる気を喚起し、意欲を持って積極的に取り組む県庁を作る。

項目 年間目標
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

https://twitter.com/kanakanakazoku


（３）かながわグランドデザイン実施計画の策定等

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（４）地方創生長期ビジョン・総合戦略の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（５）かながわ教育大綱の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

総合戦略を策定した（3月25日）。また、県内
各地域のライフスタイルの事例を盛り込んだ移
住促進冊子を作成した。

総合戦略策定に向け、「地方創生推進会議」を
実施するなどした。

総合戦略策定に向け、「地方創生推進会議」を
実施するなどした。

総合戦略策定に向け、「地方創生推進会議」や
若年者意見交換会を実施するなどした。

第２期の「かながわグランドデザイン実施
計画」を７月に策定する。また、当該計画
を適切に進行管理する手法を年度内に決定
する。

項目 実績・進捗状況

地方公共団体の教育、学術及び文化の振興
に関する総合的な施策について、その目標
や施策の根本となる方針を定めた「かなが
わ教育大綱」を７月中に策定する。

第１回神奈川県総合教育会議で、かながわ教育
大綱（案）について、知事と教育委員会委員が
協議・調整した。

第２回神奈川県総合教育会議で、かながわ教育
大綱（修正案）について、知事と教育委員会委
員が協議・調整した。その結果を受け、かなが
わ教育大綱を策定（７月30日）した。

第３回神奈川県総合教育会議で、就学支援、子
どもの体力・運動能力の向上について協議し
た。

かながわ教育大綱の各項目の実施状況について
確認した。

神奈川の人口減少対策について長期ビジョ
ンと総合戦略を策定するとともに、県西地
域、県央地域、湘南地域、横須賀三浦地域
それぞれの「○○ライフ」をとりまとめ
る。

第２期実施計画を策定（７月30日）するととも
に、進行管理手法の検討を始めた。

進行管理手法について審議会で審議し、評価の
基本的な考え方などを検討、整理した。

評価報告書2015の作成方針を定め、進行管理に
着手した。

実施計画策定に向け、県民意見を募集したり、
審議会等を複数回実施するなどした。

神奈川県総合教育会議 

地方創生推進会議 

かながわグラン

ドデザイン 

第２期実施計画 

策定(27.7.30） 

https://twitter.com/kanakanakazoku


（６）土地利用基本計画の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（７）水道事業の広域化等に向けた取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

平成28年度に土地利用基本計画の改定を行うこ
とについて、国土利用計画審議会に報告した。
一方、市街化調整区域における土地利用の規制
緩和については、土地利用調整会議幹事会を開
催して方向性を決定し、国土利用計画審議会や
県議会に報告した上で、地区計画制度の改正を
行った。なお、開発許可制度については平成28
年度に改正を行うこととした。

項目 実績・進捗状況

県国土利用計画と土地利用基本計画を整
理・統合し、第五次国土利用計画（全国計
画）の内容も踏まえ、県土利用に関する基
本的事項の全体像を示す新たな土地利用基
本計画を策定する。
また、計画策定を通して、市街化調整区域
における土地利用の規制緩和などを行う。

第五次国土利用計画（全国計画）の素案が示さ
れたため、その内容を検証した。

第五次国土利用計画（全国計画）の変更が決定
されたため、土地利用調整会議幹事会国土利用
計画部会を開催し、土地利用基本計画への影響
等について検証した。

土地利用調整会議幹事会国土利用計画部会の検
討を引き続き行うとともに、詳細な検討を行う
ため、ワーキンググループを開催した。なお、
国の考え方を示した通知が遅れたため、平成28
年度に土地利用基本計画の改定を目指すことと
した。
一方、市街化調整区域における土地利用の規制
緩和については、本年度中に方向性をまとめる
こととし、関係課長会議等による検討を重ね
た。

項目 実績・進捗状況

各市町村が担っている水道事業について、
適正な広域化等が進められるよう取り組
む。

水道事業の広域化等に向けた新たな検討体制と
して水政室を設置し、関係機関と意見交換を
行った。

県内の水道事業者を訪問し、今後見込まれる水
道事業の課題等について説明するとともに、広
域化の進め方について意見交換を実施した。

小中規模の水道事業者を対象に経営基盤強化に
向けた情報交換会を開催し、事業者間で意見交
換を行った。

県西地域の水道事業者が参加する「検討会」を
新たに設置し、広域化等に向けた検討を開始し
た。

土地利用状況図 

https://twitter.com/kanakanakazoku


４自治振興部

（１）　かながわシープロジェクト 

第１四半期

・かながわシープロジェクト「Feel SHONAN」
ホームページの英語化。
http://feelshonan.jp/en/

・「Feel SHONAN」ビーチヨガウィークイベン
トの開始。

第３四半期

・「Feel SHONAN」ビーチヨガウィークイベント
を実施（参加者：637名）http://www.shonan-
yoga.com/

・「Feel SHONAN」湘南なぎさフェスタを実施
（参加者：15,000名）http://www.s-n-
p.jp/shonankaigan_park/news/20151007.html

・「Feel SHONAN」ビーチヨガin茅ヶ崎を実施
（参加者：91名）
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kankou
_list/event/1015155.html

・愛知県岡崎市において、ウォータースポーツを
通じたゆかりのまち交流事業～Feel SHONANイベ
ント～を実施（参加者：21名）。
・「Feel SHONAN」平塚漁港で秋祭りを実施（参
加者：134名）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/p972
778.html

・CNNにおいて、テレビCM放映を実施（放映地
域：アジア・オセアニア地域、放映本数：110
本）
・JALの機内誌に広告を掲載

項目 実績・進捗状況

【かながわシープロジェクト】
　圏央道の開通や東京2020オリンピック
パラリンピックの開催を契機として、国
内外から多くの観光客を神奈川に呼び込
み、沿岸地域の活性化に取り組む。

・かながわシープロジェクト関連イベントの企
画・調整

第２四半期

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f53
0719/ 

かながわシープロジェクト 

ポスター 

「Feel SHONAN」 

ホームページ（英語版） 

ビーチヨガの様子 

愛知県岡崎市でのSUP

体験イベントの様子 

平塚漁港でのつりイベ

ントの様子 
愛知県岡崎市でのSUP

体験イベントの様子 

https://twitter.com/kanakanakazoku


第４四半期

（２）　新たな観光の核づくり 

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況

【新たな観光の核づくり】
　城ヶ島・三崎地域、大磯地域、大山地域
において、地域の魅力や特徴を生かした
「新たな観光の核づくり」に取り組む。
　

※  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
No.8に位置付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「新たな観光の核づくり地域の入込観光
客数（暦年）」を掲げており、今年度の目
標値は302万人となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/a
ttachment/783679.pdf#page=44

第１四半期

・新たな観光の核づくり構想地域・広報用映像
をＨＰで公開
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417815/

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の事業
提案を募集
・本庁舎一般公開でのＰＲの実施

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の事業
プレゼンテーションを実施し、４事業を採択

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の交付
（２事業）

・CNNにおいて、ヨットPR映像のテレビCM放映
を実施（放映地域：欧州・中東・アフリカ、北
アメリカ地域、放映本数：360本）
・茅ヶ崎市ヘッドランドビーチにマリンスポー
ツ体験拠点を整備
・「Feel SHONAN」茅ヶ崎ビーチスポーツフェ
スティバル2016 SPRINGを実施（参加者：60
名）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530719/p1
010167.html

【かながわシープロジェクト】
　圏央道の開通や東京2020オリンピック
パラリンピックの開催を契機として、国
内外から多くの観光客を神奈川に呼び込
み、沿岸地域の活性化に取り組む。

城ヶ島地域 大磯地域 大山地域 

プレゼンテーション

の実施状況 

交付金対象事業（※招布

作製）実施状況  

（伊勢原市） 

※招布（まねぎ）：かつて各御師旅館

の門前に講名を染め上げた手ぬぐい

を掲げることで、講をまねき入れるこ

と（歓迎）の目印となっていたもの 

マリンスポーツ体験拠点

の整備状況 

「Feel SHONAN」茅ヶ崎

ビーチスポーツフェス

ティバルの実施状況 

https://twitter.com/kanakanakazoku


第４四半期

（３）　県西地域活性化事業 

第１四半期

第２四半期

【県西地域活性化事業】
　県西地域において未病を治し、住む人
や訪れる人の健康長寿を実現するととも
に、未病を治す様々な地域の魅力をつな
げて産業力を高め、自然といのち、世代
が循環する地域づくりを進めることで、
地域経済の活性化を図る。（県西地域活
性化プロジェクト）

　プロジェクトの３つの柱
①　未病がわかる
②　未病を治す
③　未病でつなぐ地域の活性化

※　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No.18に位置付けられている事
業です。
　プロジェクトでは、数値目標の一つと
して「未病いやしの里の駅の数（累
計）」を掲げており、今年度の目標値は
100施設となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded
/attachment/783679.pdf#page=47

・「未病いやしの里センター（仮称）」の概略
提案を募集
・「県西地域活性化プロジェクト推進交付金」
の事業提案を募集
・「未病いやしの里　里の宿・レストラン」の
認定施設を募集
・未病いやしの里の駅の数（累計）：74施設

・「未病いやしの里センター（仮称）」の概略
提案について、最優秀提案を採択
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/p908533.html）

・「県西地域活性化プロジェクト推進交付金」
について、６事業を採択
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/p962470.html）

・「未病いやしの里　里の宿・レストラン」に
ついて、２施設を認定
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/p842897.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：81施設

【新たな観光の核づくり】
　城ヶ島・三崎地域、大磯地域、大山地域
において、地域の魅力や特徴を生かした
「新たな観光の核づくり」に取り組む。
　

※  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
No.8に位置付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「新たな観光の核づくり地域の入込観光
客数（暦年）」を掲げており、今年度の目
標値は302万人となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/a
ttachment/783679.pdf#page=44

・「新たな観光の核づくり促進交付金」の事業
プレゼンテーションにおいて提案された事業の
うち、「外国人観光客おもてなしハンドブック
作製事業」を県事業として実施。
　作製言語：英語・中国語（簡体字、繁体字）・韓国語

　作製部数：大山版各言語2,500部、全県版各言語6,000部

・活用セミナーを伊勢原市、厚木市、秦野市に
おいて実施。合計参加者77名。

項目 実績・進捗状況

（生姜風味のクレームブリュレ） 

証※に応じた薬膳料理（イ

メージ） 

※ 自分の体質、体調などを漢方の考え方で評価したもの 

四季の薬膳料理 

（イメージ） 

 里の宿・レストランとして認定した

「鈴廣かまぼこの里 鈴なり市場  

汐風カフェ」が提供している薬膳料理 

活用セミナーの実施状況 活用セミナーの実施状況 

https://twitter.com/kanakanakazoku


第３四半期

第４四半期

【県西地域活性化事業】
　県西地域において未病を治し、住む人
や訪れる人の健康長寿を実現するととも
に、未病を治す様々な地域の魅力をつな
げて産業力を高め、自然といのち、世代
が循環する地域づくりを進めることで、
地域経済の活性化を図る。（県西地域活
性化プロジェクト）

　プロジェクトの３つの柱
①　未病がわかる
②　未病を治す
③　未病でつなぐ地域の活性化

※　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No.18に位置付けられている事
業です。
　プロジェクトでは、数値目標の一つと
して「未病いやしの里の駅の数（累
計）」を掲げており、今年度の目標値は
100施設となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded
/attachment/783679.pdf#page=47

・県西未病観光コンシェルジュ育成セミナーを
開催（初級、中級を各２回開催）

　初級：計250人修了
　中級：計206人修了
　　 （実人数250人）

・県西地域活性化プロジェクトのホームページ
をリニューアル
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/index.html）

・第６回県西地域活性化推進協議会を開催
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/about_projec

t.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：115施設

・㈱ABC Cooking Studioへの委託による「薬膳
料理教室」及び「薬膳料理レシピコンテスト」
を開催
薬膳料理教室　　：参加者数22名（応募者数31名）

レシピコンテスト：応 募 数35品（入賞作品３品を選出）
（http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p974906.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：91施設

　

（参考）地域政策課のHP「県西地域活性化プロジェクト」
(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530073/)において、プロジェクトの内容や進捗状況等について掲
載しています。

（料理教室の様子） （レシピコンテスト応募作品） 

（ＨＰリニューアルに 

伴い、ロゴを刷新） 

 
 

（第６回県西地域活性化推

進協議会の様子） 

（修了したことを証する修了バッジ） 

【県西未病観光コンシェルジュ】 

 県西地域を訪れる観光客等に対して県西地域の地域資源を生かしな

がら「未病」を治す取組みの提案等ができる人材 

 
 

https://twitter.com/kanakanakazoku


5 情報企画部

（１）　社会保障・税番号制度への適切な対応 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

※ 平成28年４月１日に情報企画課は廃止となり、スマート県庁推進課に引継ぎが行われています。

（２）　電子化全開宣言行動計画の確実な進行管理

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

※ 平成28年４月１日に情報企画課は廃止となり、スマート県庁推進課に引継ぎが行われています。

実績・進捗状況

電子化全開宣言行動計画が確実に推進され
るよう、的確な進行管理を行う。

電子化全開宣言行動計画に位置づけられた45事
務の平成26年度の取組状況をとりまとめた。

電子化全開宣言行動計画の策定以降に生じた新
たな課題等に対応するため、行動計画の一部を
改訂するとともに、平成27年度の取組目標を確
認した。

電子化全開宣言行動計画に位置づけられた事業
についてヒアリングを行うとともに、計画改訂
に向け、新規事業等に関する調査を実施した。

ヒアリング及び新規事業調査をふまえ、電子化
全開宣言行動計画の改定案を作成し、ICT推進
本部会議の承認を経て改定した。

実績・進捗状況

平成28年１月の個人番号の利用開始に向け
て、県での社会保障・税番号制度の円滑な
導入を目指す。特に、番号利用法に規定さ
れていない「独自利用事務」について関係
部局等と調整し条例を整備するとともに、
番号制度の県民・事業者の正しい理解を促
進するために、制度の周知を図る。

平成27年第３回定例会に「独自利用事務」とし
て「特別母子福祉資金貸付金に係る償還事務」
「外国籍生活保護関係事務」「在宅重度障害者
等手当支給事務」の３事務を提案するため、第
２回定例会総務政策常任委員会へ上記３事務を
報告した。また、各事業者における理解促進を
図るための事業者向け説明会の開催に向けて準
備を行った。

「特別母子福祉資金貸付金に係る償還事務」
「外国籍生活保護関係事務」「在宅重度障害者
等手当支給事務」の３事務等の条例化について
は、平成27年第３回神奈川県議会定例会（９
月・10月）に提案し、可決された。
また、事業者向け説明会は、７月16日、22日、
23日に開催し、参加人数は合計259人であっ
た。

12月に条例施行規則を公布。また、平成28年１
月のマイナンバーの利用開始に向けて、県民・
事業者の理解を促進するため、引き続き、ＨＰ
などで制度の周知を図った。

項目

項目

　マイナンバーが漏洩した場合の庁内連絡体制
を定めるとともに、特定個人情報等取扱所属を
通じて事業者にも漏洩時は適切な対応を取るよ
う通知した。
　また、県内の事業者団体（２団体）に個人情
報保護に関する有識者を派遣し、マイナンバー
制度対応のため、事業者に求められる取組み等
ついて研修を行った。

マイナンバー広報ロゴマーク 

「マイナちゃん」 

https://twitter.com/kanakanakazoku


6 基地対策部

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

【基地の整理・縮小・返還の促進】
基地の整理・縮小・返還を促進していく。

○渉外関係主要都道県知事連絡協議会（渉外知
事会）及び神奈川県基地関係県市連絡協議会
（県市協）の要望書の作成に向けて、とりまと
め作業を進めた。
○６月30日、上瀬谷通信施設が全部返還され
た。

○渉外知事会及び県市協により基地対策等に関
する要望書を作成し、基地の整理・縮小・返還
の促進について重点要望として、国に対し要望
した。
○８月19日、「キャンプ座間に関する協議会第
７回代表幹事会」にオブザーバー参加した。

○相模総合補給廠の一部土地（約35ha）につい
て、12月２日から共同使用が開始された。

【基地周辺住民の安全・福祉の確立と生活
環境の確保】
基地周辺住民の安全・福祉を確立し、生活
環境を確保していく。
・国等と共同して原子力艦船に係わるモニ
タリング調査を実施
・基地交付金など国の財政措置の充実を要
請
・空母艦載機移駐の早期実現を要請
・「厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等
に関する協議会」の設置、開催等

○厚木飛行場で空母艦載機の着陸訓練を実施し
ないこと等を防衛大臣に要請した。
○第５回移駐等協議会が開催され、国から移駐
の進捗状況等に関する説明を受けた。
○原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ56
日間参加した。

○渉外知事会及び県市協により基地対策等に関
する要望書を作成し、基地交付金など国の財政
措置の充実について重点要望として、国に対し
要望した。
○８月24日、相模総合補給廠の火災（同日未明
発生）に対し、県市協として早期の原因究明と
再発防止の徹底を米側に求めることを、国に対
し要請した。
○原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ22
日間参加した。

○基地周辺の日米の良好な関係を形成するた
め、横須賀基地防犯連絡会議を開催した。
○厚木基地騒音対策協議会を開催し、早期かつ
着実に空母艦載機の移駐等を実施すること等を
内容とする要請を行うことを決定し、国及び米
側に対して要請活動を行った。
○原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ57
日間参加した。

項目 実績・進捗状況

○キャンプ座間の一部土地（座間市域 約
5.4ha）について、２月29 日に返還された。

【厚木基地騒音対策協議会にて、 

岸田外務大臣（右側）に要請書を手交】

https://twitter.com/kanakanakazoku


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

○１月22日、第４回神奈川県・在日米陸海軍意
見交換会を開催し、災害時の相互応援などの協
力関係について話し合い、今後も協力して取り
組んでいくことを確認した。

○１月15日、「航空事故等連絡協議会」に出席
し、航空事故等発生時、関係機関間の連絡経路
の見直し等所要の改正が行われ、事故時の初動
対応における改善が図られた。
○２月17日、日米ガイドラインに基づく実動訓
練に参加し、事故時の現場対応等を確認した。
○原子力艦に係わるモニタリング調査に延べ91
日間参加した。

○知事と在日米陸軍司令官、在日米海軍司令官
による第４回意見交換会の開催に向け、米軍と
調整を進めた。
○「災害時の相互応援マニュアル」が一層迅速
かつ効率的に活用できるよう、改訂作業を進め
た。

【基地周辺住民の安全・福祉の確立と生活
環境の確保】
基地周辺住民の安全・福祉を確立し、生活
環境を確保していく。
・国等と共同して原子力艦船に係わるモニ
タリング調査を実施
・基地交付金など国の財政措置の充実を要
請
・空母艦載機移駐の早期実現を要請
・「厚木飛行場からの空母艦載機の移駐等
に関する協議会」の設置、開催等

【基地との連携の推進】
基地負担の軽減にもつながる基地との連携
を推進し、米軍との相互理解と協力関係を
強化していく。

○「ビッグレスキューかながわ」の実施に向け
た準備や、災害分野の交流など米軍と調整等を
行った。

○８月30日に実施された「ビッグレスキューか
ながわ」に、在日米軍の医療部隊及び航空部隊
が参加した。
○また、同日に「災害時の相互応援マニュア
ル」による在日米陸海軍との防災通信訓練を実
施した。

【ビッグレスキューかながわでの、 

     在日米軍の訓練活動の様子】

https://twitter.com/kanakanakazoku


Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

局長評価

　部局横断的な政策課題に対するクロスファンクションの場の設定や職
員提案の推進などにより、県庁全体が政策形成について最大限の力を発
揮するよう、積極的に支援を行った。
　また、かながわグランドデザイン実施計画の策定に向けた県民意見の
募集や審議会の開催、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に向けた
地方創生推進会議の開催など、計画的に事業の進捗を図った。
　さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のセーリン
グ競技会場が江の島に決定した。
　これを受けて、関係機関との調整を開始した。

　引き続き、県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
　また、次の事業をはじめとして、計画的に事業を推進した。
　　・「かながわグランドデザイン第２期実施計画」の策定
　　・「かながわ教育大綱」の策定
　　・県西地域活性化プロジェクト推進交付金についての事業採択
　　・県内でのオリンピック・パラリンピック事前キャンプ決定第1号
　　　として、エリトリア国と協定書を締結

江の島開催決定の

報告会（27.6.9） 

かながわグランドデザイン 

第２期実施計画 策定

(27.7.30) 

https://twitter.com/kanakanakazoku


第３四半期

第４四半期

　引き続き、県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
　また、次の事業をはじめとして、計画的に事業を推進した。
　　・神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
　　・「Feel SHONAN」茅ヶ崎ビーチスポーツフェスティバル2016
　　　SPRINGを実施
    ・外国人観光客おもてなしハンドブック活用セミナーを実施
　　・県西未病観光コンシェルジュ育成セミナーを開催
　

局長評価

　引き続き、県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
　また、次の事業をはじめとして、計画的に事業を推進した。
　　・かながわシープロジェクトの取組みとして、
　　　ビーチヨガイベントや愛知県岡崎市との交流事業、
      平塚漁港での秋祭り等を実施
    ・県西地域活性化事業として、「薬膳料理教室」や
　　　「薬膳料理レシピコンテスト」を開催
　　・県内でのオリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致
      に向けた、海外競技団体等３件の視察獲得

外国人観光客おもてなし 

ハンドブック活用セミナー 

ビーチヨガイベント 薬膳料理教室 

「Feel SHONAN」茅ヶ崎ビーチス

ポーツフェスティバル2016 SPRING 

県西未病観光コンシェルジュ育成

セミナー 

https://twitter.com/kanakanakazoku


総合評価

　部局横断的な課題に対するクロスファンクションの場の設定等を通じ
て、県庁全体の政策形成を積極的に支援した。
　また、次の事業をはじめとして、計画的に事業を推進し、良好に業務
運営を行った。
　　・「かながわグランドデザイン第２期実施計画」の策定
　　・神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
　　・ビーチヨガイベントや「Feel SHONAN」茅ヶ崎ビーチ
　　　スポーツフェスティバル2016SPRING等、
　　　かながわシープロジェクト関連イベントを開催
　　・「薬膳料理教室」や「県西未病観光コンシェルジュ育成
　　　セミナー」等、県西地域活性化関連イベントを開催
　　・海外競技団体等の視察獲得やかながわパラスポーツフェスタ
　　　開催等、オリンピック・パラリンピックに向けた準備
　　・「ラグビーワールドカップ2019」の成功に向け、
　　　ラグビー普及イベントを開催
　

連絡先（電話番号） 045-210-3029

局長評価

遠藤東京オリンピック競技大会・

東京パラリンピック競技大会 

担当大臣が 

江の島ヨットハーバー 

（湘南港）を視察 

(27.12.16) 

https://twitter.com/kanakanakazoku

