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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

Ⅳ　業務実施状況

１　「計画」や「条例」に基づく地震災害対策の推進

　　大規模災害に備える災害対応力の向上に向けて、計画や条例に基づいた取組みを着実に推進します。

　①　自助・共助の取組み促進

　　本事業は本県の総合計画である「かながわグランドデザイン」のプロジェクトに位置づけられて

　いる事業で、プロジェクトでは数値目標の一つとして「かながわシェイクアウト（いっせい防災

　行動訓練）の参加者数（事前登録者数）」を掲げています。

　　かながわグランドデザイン実施計画プロジェクトの数値目標の詳細はこちらから↓

（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/0311/

所属のホームページ

災害対策課

室・課（出先は所属）名

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　No.11減災】

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45

第１号様式 

所属進行表 

災害対策課では、災害対策基本法に基づく地震防災対策、災害救助法の施

行、被災者生活再建支援法の施行、災害対策の広域連携、防災訓練、東日本

大震災に係る災害対策支援などの業務を行っています。 

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

890,946 103,373 10,184 298,659 259,469 671,685

10,600 1,255 1,504 1,393 1,465 5,618

500 4,768 944 454 954 223,468 230,588

902,046 6,024 105,821 12,031 301,079 482,937 907,891

項目 (再)配当額

事業費 1,246,173 168,537 137,267 137,913 249,285 94,806 787,809

維持管理費 0

計 1,246,173 168,537 137,267 137,913 249,285 94,806 787,809

283,764 211,676 301,885 211,425 1,008,750

452,301 348,943 439,798 460,710 94,806 1,796,559

△ 446,278 △ 243,122 △ 427,767 △ 159,632 388,131 △ 888,667

収
入

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

災害救助基金

その他

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 89 108 104 102

上記以外の職員 4 3 4 3

計（人） 93 111 108 105

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0311/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0311/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf


第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　②　地震防災戦略の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　③　事業者等の協力を得た、効果的な普及啓発の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　④　火山災害対策の推進

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

　箱根火山防災協議会において策定した「箱根
山の噴火を想定した大涌谷周辺の観光客等の避
難誘導マニュアル」について、訓練等により検
証を進めるとともに、噴火警戒レベル４及び５
に対応した避難計画の策定の支援を行っていま
す。

　大涌谷における避難誘導のための情報受伝達訓練を
実施しました。
　また、箱根火山防災協議会を通じて、噴火警戒レベ
ル４及び５に対応した避難計画の策定の支援を行いま
した。

　８月26日に箱根火山防災協議会で「箱根山（大涌
谷）火山避難計画」を策定しました。

　火山ガスの安全対策を検討することを目的として、
11月20日に「火山ガス安全対策専門部会」を設置しま
した。

　２月23日に知事を会長とする箱根山火山防災協議会
（法定）を設置し、３月９日の第１回協議会におい
て、平成28年度中に中長期的な安全対策を進めていく
ことを決定しました。

項目 実績・進捗状況

　「自助」「共助」の浸透を図るため、事業者
等の協力を得た広報や、地震防災キャラバンに
よる巡回展の実施等、効果的な普及啓発を行い
ます。

　企業協賛を得て、リーフレット「かながわけんみん
防災カード」及び「かながわキッズぼうさいカード」
を作成しました。
（協賛７者 388千円収入・112,000部作成）

　９月１日の神奈川新聞防災特集に記事を掲載し、県
の防災対策の主な取組や成果を紹介するとともに、家
庭や地域等において災害への備えについて再認識が行
われるよう普及啓発を図りました。

　県民や事業者向けに、県の地震災害対策への取り組
みについて、講演等を通して啓発活動を行いました。

　大規模地震の発生に備えて、事前に確認・準備して
おくべき基本的な事項について「地震防災チェック
シート」を作成し、「かながわ減災サポート店」等に
より配布しました。（30,000部作成）

実績・進捗状況

　地震防災戦略を策定し、減災効果の高い対策
や効率的に実施可能な対策に優先的に取り組む
ことで、減災目標の効果的かつ効率的な達成を
目指します。

　業務委託に係る入札を実施し、委託契約を締結しま
した。また、学識経験者等で構成する検討委員会を設
置し、地震防災戦略の構成等について検討を行いまし
た。

　地震防災戦略の減災目標や対象期間等について、検
討委員会の助言を踏まえて検討を進めました。

　検討委員会の助言を踏まえて、地震防災戦略の改定
素案をとりまとめました。また、改定素案のパブリッ
ク・コメント（県民意見反映手続）を実施しました。

　平成28年３月18日の神奈川県防災会議において、地
震防災戦略の改定について決定しました。

項目

項目 実績・進捗状況

　地震や津波などの災害に対する防災意識の向
上を図るため、シェイクアウト訓練に取り組み
ます。
　
　目標　「かながわシェイクアウト（いっせい
　　　　防災行動訓練）」の参加者数（事前登
　　　　録者数）
　　　　平成27年度：140万人

　かながわシェイクアウトの実施に向けて、ホーム
ページで募集を開始し、リーフレット７万部、ポス
ター200部を作成・配布しました。

　かながわシェイクアウトの新たな取り組みとして、
高等学校野球連盟の協力により、高校野球開会式前に
啓発活動を実施しました。また、Ｊリーグの試合前の
啓発活動についても、昨年度の４チームから、県内全
６チームに拡充して実施しました。
　最終的には125万人以上の方がかながわシェイクア
ウトに参加し、多くの県民等に「自助」「共助」の浸
透が図られました。

　県民向けにe-かなネットアンケートを実施し、結果
を県ホームページに公表しました。

　平成28年度のかながわシェイクアウトの実施に向け
た準備を進めました。



２　大規模災害発生に備えた広域応援部隊の受け入れ体制強化

　　大規模災害発生時に備え、迅速な初動体制の確立、自衛隊・消防に係る広域応援部隊の受け入れ体制

　強化や医療関係機関等との連携強化に資するため、防災訓練の実施と結果検証による応急対策業務への

　反映を行います。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　東日本大震災県内避難者支援の取組み

　　東日本大震災県内避難者に、引き続き必要な支援を行うとともに、それぞれの方が抱えている問題に

　対応したオーダーメイドの支援を行います。

　①　「かながわ避難者見守り隊」による専門サポート

　　　問題を抱えている避難者に、ここの問題に対応できる専門職種の相談員を配置し、より専門的な相談

　　やサポートを行います。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2 82 132 91

171 243 271 293

　②　「東日本大震災 支援・情報ステーション」の運営

　　　県内避難者からの相談等に対応するとともに、積極的に避難者との交流を強化します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

104 354 308 323

64 316 586 335

248 230 265 380

437 635 294 626

４　被災地の復興支援の取組み

　　被災地で復興に携わる行政職員が大幅に不足していることから、専門知識や経験を有する者を任期付

　職員として採用し、復興支援のために被災地へ派遣しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

81 78 76 76

30 63 63 61

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

（前年度実績） 217

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

延べ派遣人数

派遣人数 311

来所者数 1,089

相談・電話件数 1,301

（前年度実績）
1,123

1,992

（前年度実績） 978

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

項目
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

相談・調整件数 307

項目 実績・進捗状況

　災害対策本部等の機能強化、県、自衛隊等の
救助機関、医療関係機関等による連携強化、地
域防災力の強化、防災意識高揚の４事項を重点
に訓練を実施します。

統制部訓練３回、機器操作訓練３回を実施しました。

ビッグレスキューかながわ(神奈川県・厚木市合同総
合防災訓練)、津波対策訓練、統制部訓練１回、機器
操作訓練３回を実施しました。

災害対策本部訓練、統制部訓練２回、機器操作訓練３
回を実施しました。

　九都県市合同防災訓練・図上訓練、統制部訓練２
回、機器操作訓練３回を実施しました。

045-210-3425連絡先（電話番号）

所属長評価

所属の業務目標などに基づき、効率的・効果的に業務を運営しています。

所属の業務目標などに基づいて業務を運営し、着実に成果を挙げています。

所属の業務目標などに基づいて業務を運営し、着実に成果を挙げています

年間を通じて所属の業務目標などの達成に向けて着実に業務を遂行し、成果を挙
げることができた

所属の業務目標などに基づき、着実に業務を運営しています。


