
局名 部名

政策局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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。
（注４）事業費には、政策局本庁各室課における事務用消耗品購入代等を含みます。また、維持管理費には、東京事
　　　務所維持運営費並びに小田原合同庁舎借上料及び維持管理業務に係る経費を含みます。

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/0101/

所属のホームページ

総務室

室・課（出先は所属）名

（注）常勤職員37人の外、藤沢市からの派遣職員１人が配置されています。

第１号様式 

所属進行表 

 政策局総務室は、主に、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

携に関する事務などを行っています。 

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

年間計画額

127 32 30 20 37 118

4,749 4,290 4,290

0

4,876 32 30 20 37 4,290 4,408

項目 (再)配当額

事業費 296,482 4,674 7,087 79,873 9,740 34,708 136,082

維持管理費 494,913 17,929 231,917 18,987 212,977 -38 481,771

計 791,394 22,603 239,004 98,860 222,717 34,670 617,853

110,321 77,094 123,811 88,480 399,706

132,924 316,097 222,671 311,198 34,670 1,017,560

△ 132,892 △ 316,067 △ 222,652 △ 311,161 △ 30,379 △ 1,013,152

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

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 33 34 36 37

上記以外の職員 5 5 6 6

計（人） 38 39 42 43

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0101/


Ⅳ　業務実施状況

１　局の枠を超えた未成熟課題の調整

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　県議会との円滑な調整

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

 市町村からの要望を踏まえて、部局横断的な
テーマとなる交通安全施設の整備に係るＣＲ
Ｔを立ち上げ、新たな施設の維持管理手法等
についての検討を開始した。

 第２四半期に引き続き、｢交通安全施設の整
備に係るＣＲＴ｣において対応策の議論を進め
てきたほか、｢日本遺産ＣＲＴ｣を立ち上げ、
全庁横断的に、県内市町村の日本遺産認定と
今後の支援のあり方について、議論を開始し
た。

　｢交通安全施設の整備に係るＣＲＴ｣におい
て市町村との連携強化等による事務処理改善
の方策を取りまとめた。
　また、｢日本遺産ＣＲＴ｣において、県内３
市の申請の動向を確認し、今後の支援のあり
方について、議論を進めた。

項目 実績・進捗状況

　執行機関の総合窓口を担う政策局とし
て、本会議や予算委員会などの運営が円
滑に行われるよう、県議会と各局の間で
的確な調整を行います。

第２回定例会で提案した28議案（議案26件、
専決処分２件）について、すべて可決及び承
認された。

第３回定例会（９月・10月）で提案した30議
案について、28議案が可決され、決算認定に
係る２議案は決算特別委員会に付託された。

決算特別委員会に付託されていた決算認定に
係る２議案が認定されるとともに、第３回定
例会(11月・12月)で提案された40議案につい
て、すべて可決された。

第１回定例会で提案した平成27年度関係37議
案（議案33件、専決処分４件）及び当初予算
議案を含む平成28年度関係62議案について、
すべて可決又は承認された。

項目 実績・進捗状況

　全庁的な政策課題を集中的に議論する
クロスファンクションラウンドテーブル
に積極的に参画し、新たな政策形成に取
り組むほか、所管の定まらない新たな未
成熟課題に取組み、具体の政策形成にい
たるまでの道筋を明確化します。

 ドローン(無人飛行型ロボット)の事故が相次
いだことを受けて、その活用や規制の方針な
ど全庁的な取扱いを調整し、対応方針を決定
した。



３　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

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

　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。

　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。

（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。

海外競技団体等の視察獲得件数

各四半期末実績（単位:件）
年間目標項目

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

http://www.kanagawa2020.jp 

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）） 



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

６　不祥事防止の徹底

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

ラグビー普及イベントへの
参加者数

　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
各四半期末実績（単位:件）

項目 実績・進捗状況

　「政策局５つの重点取組項目」を定め
て局内所属に周知、浸透を図るととも
に、職場会議や職場研修などの取組みに
ついて、局内各所属が実効ある対策の実
施ができるよう支援し、政策局全職員に
「不祥事ゼロ」を根付かせます。

政策局不祥事防止会議を開催し、「政策局５
つの重点取組項目」を決定した。また、各所
属において、所属独自の取組項目及び日常点
検チェックリストの見直しを実施した。

政策局長からの局職員向けメッセージ（夏季
休暇中における不祥事防止の徹底について）
を発信した。

個人情報漏えいに関する注意喚起を行った。
また、政策局長からの局職員向けメッセージ
（年末年始にあたっての留意事項について）
を発信した。

各所属における今年度の不祥事防止研修実施
状況について、適正に実施されていることを
確認した。

（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。

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 

（27.10.24） 



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

所属長評価

　県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンクションの視
点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等を行うな
ど、良好に業務運営を行っている。
　また、オリンピック・パラリンピック事前キャンプの誘致や「かな
がわパラスポーツ推進宣言」の推進など、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、県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンク
ションの視点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等
を行うなど、良好に業務運営を行った。
　また、オリンピック・パラリンピック事前キャンプの誘致に向けた
海外競技団体等の視察（３件）を獲得するとともに、第３回かながわ
パラスポーツフェスタ２０１５を開催した。
　さらに、ラグビーワールドカップ2019の成功に向けて、2015イング
ランド大会を視察したほか、パブリックビューイングや親子ラグビー
バスツアーを実施し機運の醸成を図った。

　引き続き、県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンク
ションの視点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等
を行うなど、良好に業務運営を行った。
　また、オリンピック・パラリンピック事前キャンプの誘致を推進
し、県内での事前キャンプ決定第１号として、エリトリア国と協定書
を締結した。このほか、第２回かながわパラスポーツフェスタ２０１
５を開催した。
　さらに、ラグビーワールドカップ2019の成功に向けた機運の醸成に
も力を入れた。

横浜国際総合競技場が 

ラグビーワールドカップ2019 

決勝戦開催地として決定 

（27.9.28） 

ラグビーワールドカップ 

2015イングランド大会視察 

（27.10.30～31） 

ワールドラグビー  

ラパセ会長と懇談 
トゥイッケナム・スタジアムにて

決勝戦観戦 



第４四半期

総合評価

   045-210-3029連絡先（電話番号）

所属長評価

　県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンクションの視
点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等を行うな
ど、良好に業務運営を行った。
　また、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、ラグビーワールドカップ2019の決勝戦開催地
が横浜に決定したことを受け、両大会の成功に向けた機運の醸成に
いっそう力を入れた。

　引き続き、県庁の総合力を最大限に発揮するため、クロスファンク
ションの視点による施策の調整・推進や県議会との的確な連絡調整等
を行うなど、良好に業務運営を行った。
　また、オリンピック・パラリンピック事前キャンプの誘致に向けた
海外競技団体等の視察（１件）を獲得するとともに、2020年に向けて
セーリング競技を盛り上げていくために、セーリング体験イベントの
実施や江の島セーリングロゴマークの作成等を行った。
　さらに、「かながわパラスポーツ推進宣言」の推進やラグビーワー
ルドカップ2019の成功への機運の醸成を図る目的で、各種イベントに
力を入れた。

江の島セーリングのロゴマーク。

ヨットの帆で神奈川県の頭文字

「Ｋ」を表現した、 

神奈川県独自のデザイン。 

（28.3.1） 

横浜市の赤レンガ倉庫にて 

ラグビーイベントを開催 

（28.1.10） 


