
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況
(単位：千円)

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

収入科目 年間計画額

国庫支出金 18,339,050 2,078,833 5,301,182 3,174,298 2,661,739 4,216,886 17,432,938

繰入金 9,314,782 30,230 1,124,424 21,412 0 7,277,752 8,453,818

母子父子寡婦福祉資金収入 516,168 242,785 116,116 110,016 117,119 4,146 590,181

諸収入 133,977 1,249,539 △ 1,073,028 29,879 35,913 17,750 260,053

その他 490,910 72,099 102,222 104,770 173,452 40,906 493,449

収入計（A) 28,794,887 3,673,485 5,570,915 3,440,375 2,988,223 11,557,441 27,230,439

項目 (再)配当額

事業費 136,742,348 22,870,693 27,019,761 25,988,362 34,546,587 22,236,050 132,661,453

維持管理費 827,808 128,293 173,927 206,522 218,853 50,228 777,823

計 137,570,156 22,998,985 27,193,691 26,194,882 34,765,440 22,286,278 133,439,276

2,160,760 1,466,436 2,173,598 1,516,034 0 7,316,828

25,159,745 28,660,127 28,368,480 36,281,474 22,286,278 140,756,104

△ 21,486,260 △ 23,089,212 △ 24,928,105 △ 33,293,251 △ 10,728,837 △ 113,525,665

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

685 688 688 687

266 269 267 273

951 957 955 960

（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）所属進行表の額を集計しているため、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。

配置職員数
常勤職員

区分

上記以外の職員

計（人）

業務運営進行表

収入済額

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）

局名 県民局

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

　１　総務室
　　　局所管行政の企画・調整、局内職員の人事、局内予算の経理
　　に関する事務を行っています。

　２　くらし県民部
　　　人権行政及び男女共同参画社会の形成、県民との対話行政の
　　推進、ボランタリー団体等との協働推進、文化事業の推進、
　　多文化共生の地域社会づくり、消費者被害の未然防止に関す
　　る事務などを行っています。

　３　次世代育成部
　　　次世代育成支援対策の推進、児童虐待の防止対策の推進、
　　青少年の健全育成の推進、私立学校の学事一般に関する業務
　　などを行っています。

収
入

支出計(B)

かながわキンタロウ 

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

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

２　くらし県民部

（１）ライフキャリア教育事業の推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

11校 2校 4校 3校 2校 11校

71校 － － 13校 18校 31校

234校 － － － 123校 123校

（２）集会広聴実施状況

  　ア　“対話の広場”Live神奈川開催回数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3回 － 2 1 －

3回 1 1 1 －

　　イ　　対話の広場”Live神奈川来場者アンケート「大変よかった」「よかった」の割合　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

90.0% － 83.5 94.9 －

90.0% 77.5 94.9 96.2 －

「大変よかっ
た」「良かっ
た」の割合

89.3

（前年度実績）

年間目標
実績回数　　　　　　(単位：回)

開催回数 3

項目 年間目標
               実績回数　　　                       　　(単位：％)

平均

（前年度実績） 3

89.7

大学生向けイベント等の
実施（参加大学数）

高校における授業実施数

項目

項目 実績・進捗状況

クロスファンクションの
機能を活かし、職員の提
案等を反映した政策立
案・予算編成

・局内の重要な課題について検討するため、プロジェクトチームを５月に設
置し、ワールドカフェ方式を含む検討会を４回開催するとともに、ポータル
サイト上のWEB会議室活用による検討を実施

・職員提案制度における県民局関係の提案についてブラッシュアップを実施

・平成28年度当初予算編成に向けて、政策的に重要性、緊急性が高い事業に
ついて、「アグレッシブ県民局枠」を設定し、優先的に上乗せ配分を行う局
の予算編成方針を策定（10月）

・「アグレッシブ県民局枠」として平成28年度当初に13事業、計13,853千円
を予算化
・職員提案制度における県民局関係の提案についてブラッシュアップを実施

・第１、第２四半期に引き続き、グループを単位としたミーティングを毎朝
実施
・出先機関へのふらっとミーティングを実施（10月１回、11月４回）

・第１～第３四半期に引き続き、グループを単位としたミーティングを毎朝
実施
・出先機関へのふらっとミーティングを実施（１月２回、３月２回）

明るく風通しのよい職場
づくり

・昨年度に引き続き、局内全所属でグループや課を単位としたミーティング
を毎朝実施。

・第１四半期に引き続き、グループを単位としたミーティングを毎朝実施
・出先機関へのふらっとミーティングを実施（７月１回、８月２回、９月１
回）

累計

　　　　男女協同参画社会の実現に向けて、若者が自ら人生をデザインする力を育てるため、男女協
　　　同参画の視点によるライフキャリア教育の取組みをさらに進めます。

項目
年間目標
（計画）

　実績（単位：人）
累計

大学における男女共同参
画プログラムのモデル実
施（実施大学数）

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計



（３）ＮＰＯへの寄付者に対する優遇税制の推進事業の実施状況

　　   寄付者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ法人数(累計数)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

127 109 114 122 127

110 94 95 102 107

いいにゃクリエイター　かにゃお

（４）多様な主体による協働の促進事業実施状況

　　　県のマッチング事業により実施したＮＰＯと企業等との協働事業数※うち括弧は大学との協働数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

23 9 4 8 4

15 2 1 18 －

（５）施設利用状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

152,000 38,317 42,350 38,132 39,686

5,000 1,016 483 374 358

167,000 41,787 39,290 42,329 40,430

324,000 81,120 82,123 80,835 80,474

228,000 64,644 60,708 64,777 55,039

78,000 20,244 19,966 20,640 17,805

22,000 6,043 8,252 3,825 5,924

328,000 90,931 88,926 89,242 78,768

652,000 172,051 171,049 170,077 159,242

653,226 163,626 162,989 159,351 167,260

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

67,794 13,317 17,641 18,830 11,419 △ 2,644 58,563

13,655 3,355 3,782 3,371 3,086 0 13,594

4,000 0 0 0 4,000 0 4,000

7,200 2,685 0 4,515 0 0 7,200

92,649 19,357 21,423 26,716 18,505 △ 2,644 83,357

133,200 18,673 19,464 22,274 18,594 △ 2,406 76,599

協働事業数 25

（前年度実績） 21

項目
年間目標
（計画）

実績数値　　　　　　　　　　　（単位：法人数）　

累計

法人数 127

（前年度実績） 653,226

協働事業負担金

（６）かながわボランタリー活動推進基金２１事業実施状況（数字で表せるもの）

　　　ボランティア活動者向けにボランティアサロン、情報・相談コーナー、ミーティングルーム
　　の貸出を、一般県民向けに会議室、ホール、展示場の貸出を行います。

項目
年間目標
（計画）

運行実績　　　　　　　　　　　（単位：便）　

累計
項目

年間目標
（計画）

累計数値　　　　　　　　　　　（単位：法人数）　

（前年度実績） 107

累計

利用者数計 672,419

項目
年間目標
（計画）

ボランティアサロン 158,485

情報・相談コーナー 2,231

ミーティングルーム 163,836

ボランティア利用者数計 324,552

会議室 245,168

ホール 78,655

展示場 24,044

一般利用者計 347,867

　 ボランタリー団体等が行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動に対し
て財政的な支援を行います。

支援実績　　　　　　　　　　　（単位：団体）　

（前年度実績）

ボランタリー団体成長支援事業

計

ボランタリー活動補助金

ボランタリー活動奨励賞

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
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（７）伝統芸能ワークショップの参加人数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

1,200 242 385 440 47 1,114

1,400 0 361 1,007 310 1,678

（８）マグカル・ポータルサイトの文化芸術施設掲載数及びアクセス件数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

300,000件 85,216 84,712 95,894 89,400 355,222

200,000件 69,336 81,399 82,320 72,285 305,340

（９）インターネット放送局開設　留学生自身が神奈川の魅力を国内外に発信

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

6 0 2 1 3 6

○延べ放送回数（累計）

（10）かなファンステーションの利用者数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

6,200 1,686 2,177 1,353 1,715 6,931

6,120 1,156 1,763 1,441 1,760 6,120

かなファンステーションの利用者数（累計）

項目
実績人数　　　　（単位：人）　

目標人数

参加者数

参加者数

（前年度実績）

　　　文化芸術人材の育成、確保を図るため、青少年を対象としたワークショップを開催します。
　　【ワークショップの内容】
　　　県内高校での相模人形芝居学校交流ワークショップや、日舞を通して和の作法を体験する小
　　中学生向けワークショップを開催します。

実績　　　　　　　　　　（単位：件）

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：人)

アクセス件数

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

放送回数

実績数　　　　（単位：回）　
項目 目標回数

（前年度実績）

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
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（11）消費者被害を未然に防止するための出前講座の開催

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

150 34 44 44 33 155

135 33 35 45 40 153

（12）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

実績・進捗状況

　社会全体で女性の活躍を支援するというムーブメ
ントを創出するため、女性の活躍を応援する企業等
のトップによる応援団を結成し、行動宣言を公表し
ます。
（応援団の設立）

  参加依頼企業の決定、各企業への参加依頼を行い
ました。

　結成式の開催、シンポジウム開催準備（登壇者の
決定、啓発講座への協力企業の決定）、ＰＲ動画・
冊子製作準備の実施

　シンポジウムの開催、紹介冊子の制作・配布、動
画の制作・テレビ番組の放映・デジタルサイネージ
の実施、ホームページの公開、啓発講座の実施

　 学校、地域等の多様な主体と連携して、悪質商法の手口等を消費者に伝えるため、各種出前講座を
  実施します。

　 県が無料で講師を派遣し、講座を開催いたしますので、グループ活動や社内研修、学校などで是非
  ご利用ください。

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　（単位：回）

開催回数

参考：消費生活出前講座のご案内 http://www.pref.kanagawa.jp/evt/p446229.html

消費生活センターの組織、運営等に
関する条例の制定

項目

　参加企業決定、結成について記者発表、シンポジ
ウム・動画作成等社会的ムーブメントづくりのため
の９月補正予算案作成（10/15議決）

　条例素案の作成に向けて関係各室課との調整を行
うとともに、市町村消費生活行政担当課長会議を開
催し、検討状況について報告するなど、市町村への
情報提供を実施しました。

 条例素案について、神奈川県消費生活審議会にお
いて検討し、県議会第３回定例会（前半）に報告し
ました。

 条例案について、神奈川県消費生活審議会におい
て検討し、県議会第３回定例会（後半）に提案、可
決されました。12月28日付け公布。

　４月１日の施行に向け、ホームページ、リーフ
レット、ＦＭラジオ、県のたより等による周知を実
施しました。

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

http://www.pref.kanagawa.jp/evt/p446229.html


３　次世代育成部

（１）かながわ子育て応援パスポート登録家庭数及び協力施設数 

　　　子育て応援パスポートを通じて、子育て応援の取組みを推進します。 ※年間目標、実績件数は累計数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

33,000 31,107 32,358 33,424 34,350 34,350

28,000 26,600 28,263 29,278 30,142 30,142

2,500 2,065 2,068 2,111 2,516 2,516

2,500 2,008 2,023 2,039 2,042 2,042

（２）子ども・子育て支援給付費負担金の交付状況（数字で表せるもの）

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

21,810,893 0 10,880,998 0 5,140,827 5,658,554 21,680,379

0 0 0 0 0 0 0

（３）里親登録数・委託率（数字で表せるもの）

　　　里親は、親の病気や離婚、虐待等さまざまな事情により家庭で生活できなくなった児童

　　のために里親の家庭を提供し、愛情と理解をもって児童を育てる制度です。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

15 13 7

－ 8 12

※児童福祉審議会の施設里親部会での審査を経て決定（10月、２月）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

- 67 70 71 71 72 72

- 57 51 52 59 55 55

- 501 516 521 531 505 505

13.0% 10.7% 11.0% 11.0% 10.7% 11.4% 11.4%

項目
年間目標
（計画）

　　　　　交付実績　　　　　（単位：千円）

（前年度実績） 20

項目 年間目標 前年度末実績

新規里親登録数

里親委託率(a/(a＋b＋c))

　　   実績数・委託率　　（単位：人・％）　

実績件数　　　　　　　（単位：家庭数）

登録家庭数

（前年度実績）

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

里親委託児童数(a)

乳児院措置児童数(b)

児童養護施設措置児童数(c)

20

協力施設数

（前年度実績）

累計

実績数　　　　　（単位：人）　
項目

年間目標
（計画）

子ども・子育て支援
給付費負担金
（交付決定額）

　　　一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与するため、保育所、幼稚園及び
認定こども園や小規模保育、家庭的保育などの給付費の一部を市町村に対して
交付します。

かながわ子育て応援パスポート 

 
 

 

 

グランドデザインの数

値目標と一致 

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

28000 

30000 

32000 

34000 

36000 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 

登録家庭数 

登録家庭数 

1500 

1700 

1900 

2100 

2300 

2500 

2700 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 

協力施設数 

協力施設数 



（４）恋カナ！プロジェクト（数字で表せるもの）

　 　結婚を希望する者がその希望を実現できるよう、市町村や民間等における結婚支援を

　 推進するとともに、結婚に向けた機運の醸成を図る。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

20,000 0 4,583 15,656 0 20,239

300 0 28 199 54 281

60,000 0 18,831 19,221 31,486 69,538

恋カナツアー参加者実績数

（５）県西部・県央地域若者サポートステーション（数字で表せるもの）

　　  ニート等の若者を対象に、社会的自立に向けた支援事業を実施します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

220 29 76 77 47 229

196 55 50 54 37 196

　県西部・県央地域若者サポートステーション

項目

項目
年間目標
(計画)

実績

恋カナフェア参加者数

恋カナツアー参加者数

恋カナサイトアクセス数

(前年度実績)

就職者数

年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　（単位：人数）

恋カナフェア参加者実績数

恋カナサイトアクセス実績数

神奈川ラン  

(ランちゃん) 

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 0 0 0 0 0 

年間目標 

(計画人

数) 

第１・四

半期 

第２・四

半期 

第３・四

半期 

第４・四

半期 

累計 

就職者数 

(前年度実績) 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

恋カナフェア参加

者数 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

恋カナツアー参加者

数 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

恋カナサイトアク

セス数 



（６）子ども・若者総合相談事業（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

4,000 1,319 1,222 1,076 1,029 4,646

－ 826 1,177 1,266 1,066 4,335

（７）学校演劇の振興を通じた児童･生徒への支援

　　　　学校演劇の振興を通じて、児童･生徒が本来持っている力を引き出し、さらに発揮できるように支援する。

参考：学校演劇交流フェスティバル実績中「第１部」は中高生の演劇発表会、「第２部」はシンポジウム

（８）経常費補助金の交付状況（数字で表せるもの）

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 計

887 731 2 6 79 15 833

44,505,989 23,189,620 8,710 9,302,061 11,718,645 △ 24,508 44,194,528

（９）就学支援金および生徒学費補助金の交付状況（数字で表せるもの）

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 計

53,783 48,515 -     -     △ 506 1,195 49,204

8,220,977 7,361,432 1,909 △ 150,392 12,566 △ 11,536 7,213,979

23,926 -      22,849 -     226 -      23,075

3,594,180 -      3,191,672 -     13,537 △ 2,534 3,202,675

年間目標
（計画）

実績

相談件数

(前年度実績)

年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

項目

就学支援金対象者数

交付決定額

生徒学費補助対象者数

　　  ひきこもり、不登校、非行等の悩みを抱える子ども・若者やその家族等に対する相談事業を実施しま
す。

学校数

項目

　　  教育条件の維持向上、修学上の経済的負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図るため、私立学校
の経常的な経費に対して、補助金を交付しています。

　　  学校演劇の振興を通じて、児童･生徒が本来持っている力を引き出し、さらに発揮できるように支援し
ます。　　　　※　実績欄の（　）の数字は前年度実績です。

交付決定額

（参考）生徒学費補助金の交付額の推移表

交付決定額

　　  家庭の教育費負担の軽減を図り、進路選択の幅を広げるため、高等学校等就学支援金及び生徒学費補
助金を交付しています。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計



（10）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

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　保育士確保の取組みの推進
保育士試験の年２回実施（地域限定保育士試験の
実施）

国との調整及び実施に向けた準備

地域限定保育士試験の実施に向けた条例改正

地域限定保育士試験の実施

地域限定保育士試験合格後の保育士登録

　ハード面においては、引き続き本体工事を行っ
た。
　また、ソフト面では、関係機関と教育環境の整備
について協議を行うとともに、医療や運営体制につ
いての検討を進めた。

　ハード面においては、今秋から実施予定の本体工
事に向けて家屋事前調査の実施、杭抜き講じの準備
及び住民説明会を開催しました。
　また、ソフト面では、入所児童の学習権の確保の
為、対応方法について関係機関と話し合いを行いま
した。

　第1回神奈川県子どもの貧困対策推進会議を開催
し、今後の推進方針を検討しました。

　支援を必要とする方々の声を生かせるよう、児童
扶養手当受給者を対象としたアンケート調査を実施
しました。

　第２四半期に行ったアンケートの調査結果や、夏
のハイスクール議会の提案を踏まえ、「子ども対策
本部」の設置や情報提供の充実、子どもの居場所づ
くりなどの施策の検討を行いました。

　第３回神奈川県子どもの貧困対策推進会議を開催
し、来年度に向けて、子どもの視点で議論や県への
提案を行う「かながわ子どもの貧困対策会議」等新
たな施策の検討を行った。

項目

　子どもの貧困の連鎖を断ち切るために、平成26年
度に策定した「神奈川県子どもの貧困対策推進計
画」を着実に推進する。

実績・進捗状況

　ハード面においては、杭の除却工事を行い、本体
工事に向けて準備を行いました。
　また、ソフト面では、引き続き入所児童の学習権
確保の為、関係機関と調整を行うとともに、職員の
配置等について検討を行いました。　平成29年度に開所する児童自立支援拠点整備の

着実な実現に向けた取組みを推進する。
　ハード面においては、本体工事を開始し、杭打ち
工事等を行いました。
　また、ソフト面では、引き続き施設内教育につい
て関係機関と調整を行うとともに、医療や運営体制
について検討を行いました。

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第２・四半期

【総務室】
　毎朝のミーティングやふらっとミーティングを通して、風通しのよ
い職場づくりを心がけるとともに、引き続き不祥事防止対策に取り組
んだ。
新採用・転入職員の研修においては、各所属での業務理解を深め、課
の垣根を取り払う企画を取り上げた。
また、会計事務においては、局内支出担当者と総務室との間で打ち合
わせ会を設けるなど、局内での組織の活性化を図った。
【くらし県民部】
　くらし県民部では、「県のたより」の一部をリニューアルし見やす
いデザインにするとともに、ライフキャリア教育について大学での事
業実施に加え、高校生向きリーフレットの配布を実施した。
　また、大学生に対しＮＰＯ活動の周知を行い理解を促進するととも
に、本県と中国遼寧省、韓国京畿道の青少年によるスポーツ交流を実
施し相互理解を深めた。
　さらに、消費者被害未然防止のための出前講座については年度当初
より積極的に周知を図るなどして、前年度を上回る開催をするなど、
その他の事業についても、概ね計画どおり事業は進行している。
【次世代育成部】
　次世代育成部では、「子育てするなら神奈川」の実現をめざして、
保育士不足に対応した年２回目の保育士試験（地域限定保育士試験）
の実施に向けた準備など保育所等利用待機児童数ゼロに向けた取組み
や、新たな取組みとして結婚に向けた機運醸成を図る「恋カナ！プロ
ジェクト」を進めるとともに、引き続き「児童自立支援拠点」の開設
準備、困難を有する子ども・若者に対する関係機関と連携した支援な
ど、新規、重点事業に着実に取り組んだ。また、虐待通告への対応や
各種手当や補助金等の支給など適切に業務を進め、概ね目標や計画に
沿った取組みを行うことができた。

局長評価

第１・四半期

【総務室】
　局内の諸課題に対し、各種調整や取りまとめを行い、円滑な局運営
を図った。
６月の定期人事異動により、職員の異動やジム分担の変更があった
が、局として取組を進めている毎朝のミーティングを昨年度に引き続
き行うことで、職員相互の意思疎通を図り、働きやすい環境づくりを
進めた。
【くらし県民部】
　くらし県民部では、ライフキャリア教育について２大学実施や、Ｎ
ＰＯ法人寄付優遇税制周知、ＮＰＯ・企業・大学などの交流促進をす
るともに、県民活動サポートセンターでの新たな施設予約システム導
入による利用促進や、ボランタリー活動推進基金２１事業の周知を
図った。また、地球市民かながわプラザにおいて、多文化共生社会の
実現に向けて「あーすフェスタ2014」を開催するとともに、消費者被
害未然防止のための出前講座について年度当初より積極的に周知を図
るなどして、概ね計画どおり事業は進行している。
　なお、箱根・大涌谷の火山活動活発化に際しホームページやＳＮＳ
により正確で迅速な情報発信を行った。
【次世代育成部】
  次世代育成部では、平成27年度にスタートした子ども・子育て支援
新制度の円滑な推進、保育士不足に対応した年２回目の保育士試験の
実施に向けた準備を着実に進めるなど保育所等利用待機児童数ゼロに
向けた取組みや、平成29年度に平塚市内に開所予定の「児童自立支援
拠点」の開設準備、虐待通告への対応や困難を有する子ども・若者に
対する関係機関と連携した支援など、新規、重点事業に着実に取り組
むとともに、各種手当や補助金等の支給を行うなど、「子育てするな
ら神奈川」の実現をめざして、概ね目標や計画に沿って業務を行うこ
とができた。

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)

学校演劇交流フェ
スティバルに関す
るアンケートの参
加者満足度

80.0%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計



【総務室】
　議会対応や経理事務、各種局内調整等において、各所属と連絡を密
に取り、概ね円滑に局を運営することができた。
　また、局として取組みを進めている毎朝のミーティングを昨年度に
引き続き行うことにより、職員の意思疎通を図るとともに、風通しの
よい職場づくり等を引き続き推進した。
【くらし県民部】
　くらし県民部では、さまざまな県の取組みやかながわの魅力を動画
で発信していく「かなチャンＴＶ」をインターネット上に開設し、試
行配信を開始した。
　人権啓発の新たな取組みとして、「ベルマーレ・ワンダーランド」
に参加して啓発活動を行い、ライフキャリア教育では、「ライフキャ
リアプランニングサミット」を開催し、参加者から高い評価を得たほ
か、シンポジウムの開催等を通じて「かながわ女性の活躍応援団」の
県民等への周知を推進し、文化推進事業では、小田原、横浜市内で開
催した小学生対象の能楽ワークショップにおいて好評を得た。
　また、指定・認定取得後のＮＰＯ法人の支援のため、外部講師を招
いた学習会を開催するとともに、開発途上国等の発展に資する中堅人
材や指導者層を本県の試験研究機関等に政策研修員として受け入れ、
人材育成や人的ネットワーク形成の促進を図った。
　第４四半期におけるパスポート申請件数は、昨年度と比べ１万件以
上増加したが、適切に業務を遂行した。
　さらに、消費者被害の未然防止を図るため、事例検討会の検討結果
をまとめて市町村に情報提供し、消費者教育の一層の推進を図るな
ど、その他の事業についても、概ね目標や計画に沿った取組みを行う
ことができた。
【次世代育成部】
　次世代育成部では、「子育てするなら神奈川」の実現をめざして、
ＮＰＯ等との連携による子育て応援パスポートへの登録促進、地域限
定保育士試験の合格者の保育士登録を実施するなど、保育所等利用待
機児童数ゼロに向けた取組みを進めるとともに、結婚に向けた機運醸
成を図る「恋カナ！プロジェクト」の各事業を順調に実施した。
　「神奈川県ひとり親家庭アンケート」調査を踏まえ国に対し提案を
行い、児童扶養手当の第２子以降への増額や、高等職業訓練促進給付
金の支給期間の拡充が図られるなどの成果を得た。
　また、増加する児童相談や虐待通告への的確な対応を行い、困難を
有する子ども・若者に対する関係機関と連携した支援など、新規、重
点事業に着実に取り組むとともに、「児童自立支援拠点」の開設準備
を進め、概ね目標や計画に沿った取組みを行うことができた。

第４・四半期

局長評価

【総務室】
　風通しのよい職場づくり等を引き続き推進するとともに、来年度に
向けた予算編成作業において、局内及び局外各所属との調整等に努め
た。
　また、会計事務においては、引き続き不適正処理を防止するため、
局内での打合せ会等を通して情報共有を図った。
【くらし県民部】
　くらし県民部では、工夫を重ねた人権啓発イベント、大学生を対象
とした「ライフキャリア道場」、高校生参加の「未来創造17歳ミー
ティング」の開催や、企業トップによる「神奈川女性活躍応援団」の
結成などにより人権男女共同参画行政を着実に推進した。
　年間数値目標に対する事業進捗について、ＮＰＯ協働推進課の「認
知度向上の促進」及び、国際言語文化アカデミアの「講座実施状況」
などに関しては停滞感があるが、その他の事業については、概ね計画
どおり進行している。
【次世代育成部】
　次世代育成部では、保育所等利用待機児童数ゼロに向け、保育士不
足に対応した念２回目の保育士試験となる「地域限定保育士試験」
や、出会いのバスツアーなど結婚に向けた機運醸成を図る「恋カナ！
プロジェクト」実施するとともに、引き続き「児童自立支援拠点」の
開設準備、困難を有する子ども・若者に対する関係機関との連携した
支援など、新規、重点事業への取組みを進めました。
　また、子どもの貧困対策を推進するため、夏に行われた「かながわ
ハイスクール議会」の提案を踏まえ、「子ども対策本部」の設置や子
ども・青少年の夜間の居場所づくりの施策化に向けた検討を行いまし
た。
　さらに、虐待通告への対応や各種手当てや補助金等の支給等の業務
を適切に進め、「子育てするなら神奈川」の実現をめざして、概ね計
画どおりに取組みを行うことができた。

第３・四半期

第1部 第1部

― - 100.0 (93.3) ― - ― - 100.0 (93.3)

第2部 第2部

― - 88.0 (55.0) ― - ― - 88.0 (55.0)

― - ― (7) ― - 7 - 7 (7)
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演劇部お助け講座
の実施回数

8回

項目
年間目標
（計画）

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計



総合評価

【総務室】
　局幹部職員と出先機関職員との「ふらっとミーティング」等により
局内での連携を密にし、風通しの良い職場づくりを推進した。また
「議論の場」 を利用して、職員同士が「意識改革」について議論する
場を持った。
　「アグレッシブ県民局枠」という局独自の予算要求枠の設定等によ
り、県民局の特色を生かしたメリハリのある予算を実現できた。経理
事務に関わる職員の研修を引き続き行い、不適正経理の発生防止に努
めた。
【くらし県民部】
　くらし県民部では、“対話の広場”Live神奈川を計画通り開催し、
県民から寄せられた意見の一部を県政に反映させた。
　人権啓発事業では発信力の強化、注目度のアップ、県民・当事者の
参加拡大といった視点で、様々な工夫を凝らした。男女共同参画社会
の実現に向けては、「かながわ女性の活躍応援団」による意識改革を
推進した他、かながわ女性センターから移転した、かながわ男女共同
参画センターについては、新たな運営を軌道に乗せることができた。
　文化推進事業ではマグカル・ポータルサイトを活用することで、発
信力の強化に努め、年間目標であるアクセス数300,000件を達成するこ
とができた。
　また、NPOと企業・大学との協働を促進するマッチング事業は、年間
を通じて実施し、協働事業数の年間目標を達成するなど多様な主体間
の交流の促進を行った。
　平成27年度パスポートの申請及び交付件数は、ともに前年度と比べ
て下半期に大きく伸び、年間では前年比７％程度の増加となったが、
適切に業務を遂行できた。
　さらに、消費者行政の施策では12月28日に公布した「消費生活セン
ターの組織及び運営等に関する条例」の周知を行い、条例の趣旨等の
普及により、消費者被害の発生防止に努め、その他の事業について
も、概ね目標や計画に沿った取組みを行うことができた一年であっ
た。
【次世代育成部】
　次世代育成部では、待機児童対策として地域限定保育士試験の実施
等による保育士確保などに取り組み、今年度からスタートした子ど
も・子育て支援新制度を着実に推進するとともに、増加する児童虐待
への的確な対応、ひとり親へのアンケート調査等の子どもの貧困対策
の実施、児童自立支援拠点の平成29年度開設に向けた本体工事の実施
及び運営体制の検討、青少年の健全育成や自立支援事業の展開や結婚
に向けた機運の醸成の新たな取組み「恋カナ！プロジェクト」の実
施、私立学校への支援など、新規・重点事業にも積極的に取り組み、
概ね目標や計画に沿った成果を上げることができた。

連絡先（電話番号） 総務室経理グループ（045-210-3624）
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