
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

Ⅳ　業務実施状況

１　開かれた県政を目指す取組み

　①　知事現場訪問「黒岩祐治が行く！神奈川の現場」の実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 0 2 1 6

13 4 2 5 0

　②　県ホームページにおける効果的な情報発信

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

300 84 84 89 81

267 79 78 107 66

（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
　実施回数　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

知事現場訪問 9

（前年度実績） 11

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/1197/

所属のホームページ

知事室

室・課（出先は所属）名

項目 年間目標
掲 載 数　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

写真で見る！
「黒岩日記」掲載数

338

（注）常勤職員には、知事、副知事及び知事特別秘書を含みます。

（前年度実績） 330

第１号様式 

所属進行表 

 知事室は、知事、副知事の秘書業務を行っています。また、叙勲、

褒章や県民功労者表彰、戦略的広報の推進、その他知事の特命事項に

関する事務も行っています。 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532153/ 

クリック！ 

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

543 136 136 136 136 544

113 25 26 22 25 4 101

0

656 161 162 158 161 4 645

項目 (再)配当額

事業費 46,174 6,208 8,204 9,490 5,779 7,186 36,866

維持管理費 0

計 46,174 6,208 8,204 9,490 5,779 7,186 36,866

143,725 97,626 150,388 103,410 495,149

149,932 105,829 159,878 109,189 7,186 532,015

△ 149,772 △ 105,667 △ 159,720 △ 109,028 △ 7,182 △ 531,370

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

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 40 41 41 41

上記以外の職員 11 15 16 16

計（人） 51 56 57 57

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1197/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/chiji/p307372.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532153/
https://twitter.com/kanakanakazoku


２　戦略的な広報の推進

　神奈川県スペシャルコンテンツサイト「かなかなかぞく」における効果的な情報発信

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

30,000 6,329 6,316 6,729 7,065

３　業務実績

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

秘書業務、表彰・栄典関係事務、政策推進業務及び広報戦略業務等の業務
全般について、円滑かつ適切な業務運営を行った。

秘書業務、表彰・栄典関係事務、政策推進業務及び広報戦略業務等の業務
全般について、円滑かつ適切な業務運営を行った。

秘書業務、表彰・栄典関係事務、政策推進業務及び広報戦略業務等の業務
全般について、円滑かつ適切な業務運営を行った。

年間目標

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。

所属長評価

秘書業務、表彰・栄典関係事務、政策推進業務及び広報戦略業務等の業務
全般について、円滑かつ適切な業務運営を行った。

秘書業務、表彰・栄典関係事務、政策推進業務及び広報戦略業務等の業務
全般について、円滑かつ適切な業務運営を行った。

項目 実績・進捗状況

広報戦略業務
（戦略的な広報の推進）

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。

各種表彰及び栄典に関する事務（春の叙勲勲章
伝達式等）を適切に行うことができた。

各種表彰及び栄典に関する事務（県民功労者表
彰表彰式等）を適切に行うことができた。

各種表彰及び栄典に関する事務（秋の叙勲勲章
伝達式等）を適切に行うことができた。

各種表彰及び栄典に関する事務（各種表彰関係
の調整業務等）を適切に行うことができた。

項目
再生回数　　　　　　　　　　（単位：回）　

（累計再生回数）

１動画あたりの
平均再生回数

(226,087)

（前年度実績） （１動画あたりの平均再生回数が年間で5,825回）

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。

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）

項目 実績・進捗状況

政策推進業務
（部局と知事との
間の意思疎通支援、
未成熟課題への対
応、知事現場訪問、
知事と職員との対
話の広場 等）

部局と知事との間の意思疎通支援及び議会答弁
調整業務等を円滑に行うことができた。

部局と知事との間の意思疎通支援及び議会答弁
調整業務等を円滑に行うことができた。

部局と知事との間の意思疎通支援及び議会答弁
調整業務等を円滑に行うことができた。

部局と知事との間の意思疎通支援及び議会答弁
調整業務等を円滑に行うことができた。

項目 実績・進捗状況

表彰・栄典関係事務
（県民功労者表彰、叙位、叙勲、褒章等に
関する事務）

https://twitter.com/kanakanakazoku 

「かなかなかぞく」公式ツイッター 

クリック！ 

クリック！ 

写真で見る！「黒岩日記」 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/chiji/p307372.html 

県民功労者表彰表彰式 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/chiji/p307372.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532153/
https://twitter.com/kanakanakazoku


045-210-2027連絡先（電話番号）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/chiji/p307372.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532153/
https://twitter.com/kanakanakazoku

