
局名 部名

県民局
くらし
県民部

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　イベント等実施状況（数字で表せるもの） 

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

71校 － － 13校 18校

234校 － － － 123校

（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/0216/

所属のホームページ

人権男女共同参画課

室・課（出先は所属）名

女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク

年間目標
                   実績数　　　　　　　　　　　

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）

11校

高校における授業実施数 123校

項目

大学生向けイベント等の
実施（参加大学数）

31校

第１号様式 
所属進行表 

人権男女共同参画課長の千葉です。 

人権男女共同参画課では、主に次の仕事をしています。 

  

    ○ 人権行政や同和対策事業に関する業務 

  ○ 男女共同参画社会の形成に関する業務 

  ○ 売春防止法や女性の保護に関する業務 

  ○ 配偶者からの暴力の防止や被害者の保護に関 

    する業務 

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

153,750 25,773 118,685 8,000 152,458

11 6 5 11

284 105 16 132 49 303

154,045 25,885 16 137 118,734 8,000 152,772

項目 (再)配当額

事業費 324,596 78,597 52,075 59,245 74,274 14,699 278,890

維持管理費 0

計 324,596 78,597 52,075 59,245 74,274 14,699 278,890

45,801 29,812 45,938 31,764 153,314

124,397 81,887 105,183 106,037 14,699 432,204

△ 98,513 △ 81,871 △ 105,046 12,696 △ 6,699 △ 279,432

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

使用料及び手数料

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 16 15 15 15

上記以外の職員 3 3 3 4

計（人） 19 18 18 19

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0216/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0216/


② 人権指針の着実な推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

250人 － － 314人 －

－ － － 642人 －

8,000個 － － 9300個 450個

－ － － 9,199個 ー

２　施設等利用状況（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

21,900 3,070人 3,008人 2,617人 2,472人

- 3,122人 3,158人 3,647人 3,386人

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

（前年度実績） 13,313人

項目 実績・進捗状況

人権メッセージ展の開催及び見直し検討

累計

11,167人

642人（前年度実績）

項目
年間目標                    実績数　　　　　　　　　　　

かながわハートフルフェスタの来場者数

かながわハートフルフェ
スタの開催（来場者数）

314人

第20回人権メッセージ展に寄せられた
“人権メッセージ”を、より多くの県民
の方々に届けるため、冊子「たいせつな
宝物～第20回人権メッセージ展から～」
を作成した（4,500部）。

Ｊリーグ「湘南ベルマー
レ」と連携協力した人権
啓発活動の実施（人権啓
発用物品配布数）

9750個

（前年度実績） 9,199個

第20回人権メッセージ展の開催方針につ
いて、神奈川県人権啓発推進会議
（5/13）で了承されるとともに、効果的
な啓発手法について協議した。

事前PR、イベント当日の会場レイアウ
ト、展示物、展示方法、アトラクション
など、より効果的な啓発イベントとする
ため検討し、実施に向け調整した。

広報では、ラジオ、HP等の媒体に加え、
twittbotでの配信（定時のtwitter配信）
や、著名人にブログ等での事前PRを依頼
した。ｲﾍﾞﾝﾄ当日は、従来の著名人のメッ
セージパネルの展示に加え、人権問題に
直面している当事者や支援者のメッセー
ジ、過去にいただいたメッセージのスラ
イドショーをＴＶ画面で放映するなど展
示の内容、方法の両面で工夫した。

項目 年間見込
                   実績数　　　　　　　　　　　

累計

女性保護施設利用者延数

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

平成21年度 
 

平成22年度 
 

平成23年度 
 

平成24年度 
 

平成25年度 
 

平成26年度 
 

平成27年度 
 



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

連絡先（電話番号） 045-210-3637

所属長評価

　人権メッセージ展をはじめ、ハートフルフェスタやＪリー
グと連携協力した人権啓発活動の今年度の実施の方向性を定
めるとともに、より効果的な啓発手法について協議すること
ができた。今後、実施に向けた調整を進める。
　ライフキャリア教育については、今期は２大学で実施して
もらうことができた。今後、イベントや高校における授業を
含め、働きかけていく。
あ女性保護事業は、適切に業務を遂行している。

　人権メッセージ展等をより効果的な啓発事業とするため、
第３四半期の事業実施に向け具体化が進んだ。
　ライフキャリア教育では、大学での事業実施に加え、地方
創生交付金を活用した、高校１年、３年の公私立を含めた全
生徒向けリーフレットの配布を完了し、２年生向け副読本の
作成作業や、大学生向けライフキャリアプラン作成イベント
の具体化が進んだ。
　女性保護施設次期指定管理者が議決され、次期に向けた準
備を開始した。

　３つの人権啓発イベントは、それぞれ工夫を重ねて、前年
度以上に効果的な発信ができた。
　ライフキャリア教育については、12月に高校2年生向けの授
業用副読本（全15Ｐ）及び指導者向け冊子を作成し、全高校
（290校）に配布したほか、大学生を対象としたライフキャリ
ア道場を県内11箇所で開催した（631人が参加）。

 湘南ベルマーレとの連携・協力による人権啓発の新たな取組
みとして、シーズン開始前の２月に地元平塚で開催された
「ベルマーレ・ワンダーランド」に参加し、啓発活動を行っ
た。毎年約10,000人のファンが集まる当イベントで、用意し
た1,000枚の啓発用クリアファイルは、配布時間の調整が必要
になるほど好評で、効率的な啓発を行うことができた。
　ライフキャリア教育については、２月８日にサミットを開
催し、知事やゲストのトークセッションほか、選抜された５
名の大学生が自らのライフプランについてプレゼンテーショ
ンを行った。アンケート結果では参加者の95％が「参加して
よかった」とするなど、概ね高評価をいただくことができた
（84名が参加）。

　人権啓発事業は、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。
思い通りに実施できたものもあれば、課題が残ったものもあ
るが、より効果的な啓発活動に向けてチャレンジしたことは
評価できる。
　ライフキャリア教育関連の「イベント参加大学数」につい
ては31校と目標には到達しなかったが、計715名の大学生など
に参加いただくことができた。「高校における授業実施数」
については、副読本の配布が12月初旬となったため、授業化
に到らなかったケースも多く、来年度は配布時期の見直しが
必要である。女性保護施設の利用者数については、例年と同
程度で推移している。


