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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

行政管理課

室・課（出先は所属）名

（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/1102/

所属のホームページ

第１号様式 

所属進行表 

行政管理課長の荘田です。                  

  行政管理課は、主に次の仕事をしています。 

    ①行政管理の総合的な企画及び調整を行っています。 

    ②行政改革の計画の策定及び進行管理を行っています。 

    ③団体の設立及び運営等に係る総合調整を行っています。 
 

※ 行政改革課は、平成27年６月１日から業務改善業務を 

 「スマート県庁推進課」へ移管し、「行政管理課」と 

 改称しました。４月１日の人員は、６月の組織再編前の 

  所属「行政改革課」の人数を示しています。 

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

7,569 1,892 1,892

0

0

7,569 1,892 0 0 0 0 1,892

項目 (再)配当額

事業費 20,304 17,460 1,091 351 416 182 19,499

維持管理費 0

計 20,304 17,460 1,091 351 416 182 19,499

42,440 22,776 34,237 24,372 123,825

59,900 23,867 34,588 24,788 182 143,324

△ 58,008 △ 23,867 △ 34,588 △ 24,788 △ 182 △ 141,432

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 19 12 12 12

上記以外の職員 2 1 1 1

計（人） 21 13 13 13

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1102/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1102/


Ⅳ　業務実施状況

１　行政改革大綱に基づく取組

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3回 － 1 1 1

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100% － － 27.0 72.3

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

75% － 58 － －

２　コピー用紙購入量の削減

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

180,000 24,000 34,000 57,500 60,000

315,000 67,500 103,000 71,500 73,000(平成24年度実績)

　　行政改革の取組の効果を最大限引き出すため、職員の意識改革について庁内で議論する
　場を設け、継続して実施することにより、職員の行政改革に対する意識を高め、日常から
　改革に向けて取り組む意識を醸成する。

累計

コピー用紙購入量 175,500

　　①　全庁における議論の場の開催回数

項目 年間目標
実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

実施回数 3

　　②　議論の場に参加した職員（教員、警察職員を除く）割合

項目 年間目標
参加割合　　　　　　　　　　　（単位：%）　

参加割合 72.3

　　③　行政改革大綱を意識して日常業務を行う割合（アンケート結果）

項目 年間目標
参加割合　　　　　　　　　　　（単位：%）　

315,000

実施割合 58

　　課内の打合せをタブレット型端末を用いて行うなど、ペーパーレス化に率先して取組を
  推進し、平成24年度から135,000枚減(平成24年度実績の約43％減)とします。

項目
年間目標
（計画）

購入量　　　　　　 　　　(単位：枚)



３　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

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

項目 実績・進捗状況

【第三セクター等に対する適切な指導、
調整】
・第三セクター等指導調整指針に基づ
き、各局とともに、法人の自立化、法人
運営の効率化等に向け、適切な指導、調
整を行います。
・地方独立行政法人評価委員会を開催
し、平成26年度及び第一期中期目標期間
（平成22～26年度）における事業実績の
評価を行います。

経営状況説明書（平成27年度事業計画）をと
りまとめ、神奈川県議会に報告するととも
に、必要な指導、調整を行いました。

・経営状況説明書（平成26年度事業実績）に
ついて神奈川県議会に報告しました。
・県主導第三セクターの平成26年度経営改善
の取組状況等については、第三セクター等改
革推進部会に報告し、評価を受けました。
・(地独)神奈川県立病院機構の平成26年度及
び第一期中期目標期間（平成22～26年度）に
おける事業実績については、地方独立行政法
人評価委員会に報告し、評価を受けました。

・県主導第三セクター及び指定損失補償法人
それぞれの基本的事項や県の支援の状況等を
記載した法人別概要を公表しました。
・平成29年４月を目途に(地独)神奈川県立産
業技術総合研究所を設立することに伴い、平
成28年４月から新たな地方独立行政法人評価
委員会を設置することについて神奈川県議会
に報告しました。

・県主導第三セクターが策定する「経営改善
目標」について、第三セクター等改革推進部
会に報告し、意見を得ました。
・平成28年４月から(地独)神奈川県立産業技
術総合研究所評価委員会を設置するため、神
奈川県地方独立行政法人評価委員会条例の改
正案を神奈川県議会に提出しました（原案可
決）。
・指定管理者制度を取り巻く環境の変化に対
応するため、平成27年１月に策定した「指定
管理者制度の運用に関する指針」の改正案を
神奈川県議会に報告し、改正しました（平成
28年３月改正）。

所属長評価

コピー用紙購入量が平成24年度比64.4％減となり、数値目標を設定し
た事項については、達成に向けて着実に取組を進めています。（な
お、行政改革大綱については、７月中旬策定のため、第１四半期は実
績なし。）
また、「第三セクター等に対する適切な指導、調整」についても着実
に取組を進めています。

コピー用紙購入量が平成24年度比52.2％減となり、数値目標を設定し
た事項については、達成に向けて着実に取組を進めています。
「第三セクター等に対する適切な指導、調整」についても着実に取組
を進めています。

行政改革大綱の平成27年度の取組状況をとりまとめ、「行政改革大綱
平成27年度点検報告書」を作成、公表しました。
コピー用紙購入量が平成24年度比44.3％減となり、数値目標を達成し
ました。
また、「第三セクター等に対する適切な指導、調整」についても着実
に取組を進めました。

コピー用紙購入量が平成24年度比66％減となり、数値目標を設定した
事項については、達成に向けて着実に取組を進めています。（なお、
行政改革大綱の「議論の場に参加した職員割合」については、１月頃
中間集計を行う予定。）
「第三セクター等に対する適切な指導、調整」についても着実に取組
を進めています。



総合評価

改革調整グループ(045-210-2210)連絡先（電話番号）

所属長評価

・職員・組織・仕事の質を向上させ、行政組織の総合力を高める「行
政改革大綱」を７月に策定しました。
・この改革の効果を最大限に引き出す取組として、職員の意識改革に
ついて庁内で議論する場を設け、業務改善の必要性等について意識共
有を図りました。
・「指定管理者制度の運用に関する指針」を改正し、制度を取り巻く
環境の変化に対応しました。
・県主導第三セクター等の取組状況評価及び見直しの行程表や経営改
善目標の点検により、更なる経営改善に向けた各団体の取組を進めま
した。
・地方独立行政法人の平成26年度及び第一期中期目標期間の業務実績
を評価、公表することにより、業務運営の透明性を確保しました。


