
局名 部名

政策局 自治振興部

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。

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/0111/

所属のホームページ

広域連携課

室・課（出先は所属）名

（注）常勤職員15人の外、市からの派遣職員１人が配置されていました。（平成28年１月１日時点）

第１号様式 

所属進行表 

広域連携課は、主に次の仕事をしています。 

①地方自治体間の広域連携に関する総合的な企画調整を行っています。 

②国からの権限移譲など地方分権の推進に関する事務を行っています。 

③神奈川県自治基本条例に基づく制度や手続の整備、充実に関する事務

の総括を行っています。 

④全国知事会等との連絡調整に関する事務を行っています。 

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 21,884 10,610 1,015 8,766 573 203 21,168

維持管理費 0

計 21,884 10,610 1,015 8,766 573 203 21,168

46,026 32,419 48,530 33,235 160,210

56,636 33,434 57,297 33,808 203 181,378

△ 56,636 △ 33,434 △ 57,297 △ 33,808 △ 203 △ 181,378

収
入

収入科目 収入済額

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 15 15 15 15

上記以外の職員

計（人） 15 15 15 15

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0111/


Ⅳ　業務実施状況

業務実績（数字で表せないもの） 

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

項目 実績・進捗状況

【「地方分権改革に関する提案募集の実
施」への対応】
　平成27年度の「提案募集方式」につい
て、庁内の関係各課と連携し、積極的な提
案を行う。

県の重点施策を進めるために国に対して要望
を行ってきた事項で、具体的な支障事例やメ
リットを明確に示すことができる新規の項目
など、７件の提案を行った。

提案の実現に向けて、全国知事会を通じた国
への働きかけを行うとともに、庁内関係各局
と連携し、本県提案について、現行制度の支
障事例や制度改正による効果の補強等を行っ
た。

本県提案について、引き続き、現行制度の支
障事例の補強等を行うとともに、関東地方知
事会や九都県市首脳会議を通じた国への働き
かけを行った。その結果、12月22日に閣議決
定された「対応方針」において、今年度の本
県提案のうち４件について対応が図られるこ
ととなった。

平成27年度の提案募集方式による地方への権
限移譲・規制緩和等について、平成28年２月
に県議会へ報告した。

実績・進捗状況

【「第５次地方分権一括法」への対応】
　地方分権改革を進めるため、平成27年６
月に成立した「第５次地方分権一括法」の
施行に向けて、国から地方及び県から指定
都市への権限移譲等に着実に対応し、円滑
な庁内対応が図られるよう関係各課と連携
した取組を実施する。

第５次地方分権一括法等への対応に係る留意
点を取りまとめ、地方分権改革に係る庁内連
絡会議において各局に周知した。また、同法
等による影響調査（条例等の制定・改正等）
を実施し、庁内の対応状況の把握を行った。

項目

国から提供される第５次地方分権一括法等に
係る情報を各局に周知した。また、国におい
て引き続き検討されている権限移譲等につい
て、状況の把握を行った。

国から提供される第５次地方分権一括法等に
係る情報を各局に周知し、円滑な移譲等に向
け、関係各課と連携して対応した。

国から提供される第５次地方分権一括法等に
係る情報を各局に周知した。また、同法等に
よる影響調査（条例等の制定・改正等）を実
施し、条例等の整備状況を取りまとめ、平成
27年９月に県議会へ報告した。



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

項目 実績・進捗状況

【指定都市との間の諸課題の調整】
・地方自治法の改正により平成28年４月１
日に設置される「指定都市都道府県調整会
議」について、指定都市との協議に基づ
き、本県における同会議の開催方法を検討
する。
・指定都市への権限移譲について、今後の
方向性を検討する。

・指定都市都道府県調整会議の運営につい
て、横浜市と意見交換を行った。
・横浜市が移譲を希望する事務権限について
協議するとともに、県から横浜市に対し、移
譲可能な事務権限を提示した。

指定都市都道府県調整会議の運営について、
横浜市、川崎市及び相模原市と意見交換を行
い、本県としてのあり方を検討した。

・指定都市都道府県調整会議の運営につい
て、横浜市、川崎市及び相模原市と意見交換
を行い、本県としてのあり方を検討した。
・指定都市都道府県調整会議の制度概要につ
いて、平成27年12月に県議会へ報告した。

・指定都市都道府県調整会議の運営につい
て、横浜市、川崎市及び相模原市と意見交換
を行い、運営方針等を調整した。
・移譲可能な事務権限について、県から横浜
市に提示し、意向を確認するなど調整を図っ
た。

項目 実績・進捗状況

【遠隔地との交流事業の推進】
　富山県及び鹿児島県との交流について、
引き続き連携・協調施策を実施し、各分野
で本格的な交流を推進する。

知事の富山県訪問(平成27年８月)に向けた行
程案等、富山県と具体的な調整を行った。

平成27年８月30日～31日に知事が富山県を訪
問し、漢方関連企業などの視察や、北陸新幹
線開業を契機とした本県の観光ＰＲを含め
た、富山県知事との意見交換を実施した。

鹿児島県との交流イベント(平成28年１月)に
向けて、庁内観光関係所管課との調整を行っ
た。

平成28年１月23日に鹿児島県知事が来県し、
本県知事も参加して、鹿児島県の特産品を紹
介する交流イベントを実施した。

項目 実績・進捗状況

【近隣地方自治体と連携した共同事業等の
推進】
　九都県市首脳会議や関東地方知事会議、
山梨・静岡・神奈川三県サミット等におい
て、引き続き今日的・広域的な課題に対す
る事業の共同実施や国への提案を推進す
る。

九都県市首脳会議(平成27年５月18日)及び関
東地方知事会議(平成27年５月25日)におい
て、地方分権改革の推進に向けた取組み等を
協議し、国への提案等を実施した。

平成27年10月開催の関東地方知事会議や、平
成27年11月開催の九都県市首脳会議で協議す
るための本県提案の調整を行った。

関東地方知事会議(平成27年10月21日)及び九
都県市首脳会議(平成27年11月９日)におい
て、地方分権改革の推進に向けた取組み等を
協議し、国への提案等を実施した。

山梨・静岡・神奈川三県サミット(平成28年１
月19日)を箱根町において開催し、三県を貫く
国道138号線を生かした観光誘客や、富士箱根
伊豆地域を中心とした「未病を治すツーリズ
ム」など、健康に関するツーリズムの商品力
を強くアピールすることを合意した。



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

045-210-3147連絡先（電話番号）

所属長評価

・導入２年目となった「地方分権改革に関する提案募集」について、
再提案に制約がある中、新規項目を中心に７件の提案を行うことがで
きた。
・昨年度の提案募集による国から県への権限移譲等について、第５次
地方分権一括法の成立を踏まえ、円滑な移譲等に向けた庁内調整を着
実に進めることができた。
・九都県市首脳会議及び関東地方知事会議で協議した地方分権改革の
推進に向けた取組み等について、共同で国へ提案するなど、近隣地方
自治体と連携した取組みを効果的に行うことができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価
する。

・秋に開催した九都県市首脳会議及び関東地方知事会議で協議した地
方分権改革の推進に向けた取組み等について、共同で国へ提案するな
ど、近隣地方自治体と連携した取組みを効果的に行うことができた。
・「地方分権改革に関する提案募集」について、本県単独の取組みや
他の自治体と連携した取組みを積極的に行った結果、本県提案におい
ては４件が対応を図られることとなった。
・指定都市都道府県調整会議について、県内３指定都市と運営方法等
に関して意見交換を行うとともに、調整会議の概要を12月に県議会へ
報告するなど、着実に取組みを進めることができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価
する。

・指定都市都道府県調整会議について、県内３指定都市と引き続き運
営方法等に関して意見交換を行い、平成28年４月１日の設置に向けた
調整を進めることができた。
・山梨・静岡・神奈川三県サミットを開催し、観光誘客や、健康に関
するツーリズムの商品力を強くアピールすること等について合意する
など、近隣自治体と連携した取組みを着実に行うことができた。
・鹿児島県知事が来県し、本県知事も参加して交流イベントを実施す
るなど、遠隔地との交流を効果的に行うことができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価
する。

　導入２年目の「地方分権改革に関する提案募集」を活用し、規制緩
和の取組みを進めるなど、地方分権改革を推進させることができた。
また、指定都市都道府県調整会議について県内３指定都市と意見交換
を行い、設置へ向けた取組みを着実に進めることができた。
　更に、九都県市首脳会議等で協議した地方分権改革の推進に向けた
取組みについて共同で国へ提案したり、富山県及び鹿児島県と本県の
間で遠隔地交流を実施するなど、他自治体との連携による取組みも推
進することができた。

・「地方分権改革に関する提案募集」について、全国知事会を通じた
国への働きかけなど、提案の実現に向けた取組みを効果的に行うこと
ができた。
・秋に開催する九都県市首脳会議や関東地方知事会議で協議するため
の本県提案の調整を着実に進めることができた。
・知事が富山県を訪問し、漢方関連企業などの視察や本県の観光Ｐ
Ｒ、富山県知事との意見交換を行うなど、遠隔地との交流を効果的に
行うことができた。
・当四半期の取組みは、全体として着実に進めることができたと評価
する。


