
局名 部名

政策局 政策部

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　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

50 12 23 9 6

－ － － － －

（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。

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/di
v/0102/

所属のホームページ

総合政策課

室・課（出先は所属）名

　　神奈川の人口減少対策について、県内の産業・経済、市町村、大学・研究機関、金融機関、
　労働、言論・メディア、公募委員の意見を集約し、長期ビジョンと総合戦略を策定する。

項目 年間目標
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

人口ビジョン及び
総合戦略の策定に
かかる市町村・有
識者等との意見交
換回数

50

（前年度実績） 0

（注１）常勤職員20人のほか、都道府県及び市町村からの派遣職員２人が配置されています。

第１号様式 

所属進行表 

 総合政策課では、県行政の総合的企画及び調整や総合計画の策定及び進行

管理の総括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

12 3 2 4 2 12

0

0

12 3 2 4 2 0 12

項目 (再)配当額

事業費 84,441 2,850 16,089 2,851 1,804 42,643 66,236

維持管理費 0

計 84,441 2,850 16,089 2,851 1,804 42,643 66,236

68,038 46,537 66,273 46,450 227,297

70,887 62,626 69,124 48,253 42,643 293,533

△ 70,884 △ 62,624 △ 69,119 △ 48,251 △ 42,643 △ 293,521

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

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 20 20 20 20

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 23 23 23 23

配置職員数
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２　「神奈川県総合教育会議」の適正な運営（年３回）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 1 1 1 0

- - - - -

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 5 0 11

20 - 8 - 13

10 0 1 3 3

8 0 3 1 0

４　業務実績 

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

（前年度実績） 21

「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

　知事と教育委員会とが、相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進していく
ため、今年度から神奈川県総合教育会議が設置された。「かながわ教育大綱」の策定に関すること
や、その実現に向け重点的に講ずべき施策等について協議・調整などする本会議を適正に運営する。

項目 年間目標
実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

神奈川県総合教育
会議開催回数

3

（前年度実績） 0

職員提案による知
事表彰件数

16

　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）　

累計

[政策形成支援]
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。

＜神奈川県地方創生推進会議＞ ＜神奈川県総合教育会議＞ 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532521/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532311/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4895/p434921.html


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

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

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

[地方創生長期ビジョン・総合戦略の策
定]
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。

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。

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。

045-210-3056連絡先（電話番号）

所属長評価

年間目標に対して概ね順調に進捗している。

総合教育会議の年間開催目標を達成するなど、年間目標に対して概ね
順調に進捗している。

人口ビジョン及び総合戦略を策定し、年間目標に対して概ね順調に進
捗している。

年間を通じて適切な業務運営を行い、年間目標を概ね達成した。

「かながわグランドデザイン第２期実施計画」及び「かながわ教育大
綱」を計画通り７月中に策定するなど、年間目標に対して概ね順調に
進捗している。

[かながわ教育大綱の策定]
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。

[かながわグランドデザイン実施計画の策
定等]
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。

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。

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。

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。

[政策形成支援]
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。
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