
局名

県民局

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　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　利用者数　

48,111

第1号様式
所属進行表

業務運営進行表

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

44,568 39,09149,889

所　属
部名 室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

青少年センター http://www.pref.kanagawa.jp/div/0230/

（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

（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

第１・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計第２・四半期

（前年度実績） 173,000 40,830 45,963 39,228 174,132

175,285利用者数 173,000 41,737

 青少年センターは、青少年の健全な育成を図り、

あわせて県民の教養の向上に資することを目的に設

置され、青少年指導者の育成、科学体験活動の推進、

青少年の自立支援に向けたひきこもり等相談とＮＰ

Ｏ活動への支援、舞台芸術活動の支援などを行って

いる。 

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

55,669 6,557 6,836 6,072 6,964 26 26,454

3,975 966 1,093 708 1,014 -45 3,737

0

59,644 7,523 7,929 6,780 7,978 △ 19 30,191

項目 (再)配当額

事業費 46,999 6,528 12,902 10,965 8,504 15,916 54,815

維持管理費 168,062 19,955 39,492 39,631 43,139 15,214 157,431

計 215,061 26,483 52,394 50,596 51,644 31,130 212,246

113,953 77,885 120,069 80,349 392,257

140,436 130,279 170,665 131,993 31,130 604,503

△ 132,913 △ 122,350 △ 163,885 △ 124,015 △ 31,149 △ 574,312

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

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 35 38 38 38

上記以外の職員 13 13 13 13

計（人） 48 51 51 51

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0230/


青少年センター利用者数実績

２　事業実施状況（数字で表せるもの）　　※　実績欄の（　）の数字は前年度実績です。

　①　青少年支援・指導者の育成

　　　地域で青少年の健全育成を進め、社会的自立を手助けする上で中心的役割を果たす青少年支援･

6 (4) 10 (3) 9 (9) 4 (5) 29 (21)

16 (10) 18 (10) 14 (19) 9 (11) 57 (50)

495 (368) 413 (309) 409 (814) 181 (223) 1,498 (1,714)

　②　子ども・若者総合相談事業

　　　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

する。

1,319 (826) 1,222 (1,177) 1,076 (1,266) 1,029 (1,066) 4,646 (4,335)

　③　フリースペース等事業費補助金の交付

　　　相談事業を実施するフリースペース等を展開しているＮＰＯに対し、補助金を交付する。

10 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (9)

7,549 (6,747) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7,549 (6,747)

　④　インターネット科学館

　　　講座・イベント案内等、様々な情報をインターネットにより提供する。

10,469 (9,642) 10,984 (11,302) 6,122 (10,142) 5,005 (12,809) 32,580 (43,895)

※　昨年度12月までと集計方法が異なるため、昨年度第3･四半期までの数値は推定値

　⑤　科学体験活動支援

　　　科学に親しむ場の提供を目的に、当センター及び県内各地で科学体験活動支援事業を実施する。

15 (14) 25 (21) 21 (19) 14 (16) 75 (70)

33 (26) 103 (87) 36 (54) 27 (16) 199 (183)

1,894 (1,248) 7,069 (3,861) 7,402 (9,413) 3,259 (2,447) 19,624 (16,969)

事業数 20

開催回数 50

参加者数 1,350

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

指導者を育成するため研修事業等を実施する。

交付決定額　　　　　　　　　　(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

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

団体数 10団体

交付決定額 8,000千円

項目
年間目標
（計画）

相談件数 4,000

項目
年間目標
（計画）

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

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

事業数 70

開催回数 180

参加者数 16,000

アクセス人数 44,000
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　⑥　ホール､多目的プラザ､練習室の各利用

　　　県民に舞台芸術の発表の場としてホール、多目的プラザ、練習室を提供する。

利用日数 230日 53 (50) 62 (64) 55 (61) 59 (57) 229 (232)

利用率 80.0% 76.8 (68.5) 81.6 (84.2) 74.3 (81.3) 83.1 (95.0) 79.0 (81.6)

利用日数 207日 65 (63) 69 (71) 71 (67) 64 (64) 269 (265)

利用率 65.0% 82.3 (75.9) 83.1 (83.5) 87.7 (83.7) 86.5 (89.3) 84.9 (82.0)

利用日数 227日 62 (62) 71 (73) 57 (65) 70 (72) 260 (272)

利用率 70.0% 76.5 (72.9) 81.6 (86.9) 76.0 (79.2) 86.4 (87.8) 80.2 (81.6)

※利用率は、(保守点検等により利用に供せない日を除いた)利用可能日に対する利用のあった日の

　割合

　⑦　マグカル劇場の各公演（マグカルフライデー､マグカルシアター）

　　　若者がいつでも自らの才能を発揮し、有能な人材を発掘する場としてマグカル劇場を開催する。

7 (8) 3 (3) 1 (3) 2 (6) 13 (20)

13 (14) 5 (4) 2 (4) 4 (10) 24 (32)

3 (3) 3 (2) 4 (6) 4 (3) 14 (14)

15 (10) 17 (8) 25 (27) 38 (9) 95 (54)

　⑧　マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミーの実施・運営
　　　マグカル事業の核となる舞台芸術人材を育成するためアカデミーを運営する。

25人 (-) ― (-) ― (-) ― (-) 25人 (-)

　⑨　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。

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)

累計

塾生数
20人

（募集人数）

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

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

実　　績

公演数
(マグカルフライ

デー）
13公演

ステージ開催回数 13ステージ

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

ステージ開催回数
42ステージ
(1公演3ス
テージ)

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

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

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%

公演数
(マグカルシア

ター)
14公演

ホール

多目
的プ
ラザ

練習室

項目
年間目標
（計画）



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　　

項目 実績・進捗状況

「県民を対象とした普及・啓発事業」

ひきこもりに対する地域啓発事業として「ひきこもりを考え
る家族講座」を藤沢市保健所等と共同開催し、ひきこもりに
悩む家族等50人の参加を得た。

ひきこもりに対する地域啓発事業として「ひきこもりを考え
る家族セミナー」を藤沢市保健所と共同開催。3回にわたり
臨床心理士や支援者、当事者による講演会を行い、ひきこも
りに悩む家族等延べ133人の参加を得た。

ひきこもりに対する地域啓発事業として「ひきこもりを考え
る家族セミナー」を厚木市等と共同開催し、3回にわたり精
神科医や支援者、当事者による講演会を行い、ひきこもりに
悩む家族等延べ162人の参加を得た。また相談会と併せて
「ひきこもり地域青少年支援フォーラム」を三浦市等と共同
開催し、ひきこもりに悩む家族等11人の参加を得た。さら
に、いじめをテーマに「子ども･若者を理解するための講演
会」を憲法学者を講師として開催し、教員、学生、保護者等
58人の参加を得た。

ひきこもりに対する地域啓発事業として「ひきこもりを考え
る家族セミナー」を秦野市、伊勢原市等と共催し、3回にわ
たり精神科医や臨床心理士、当事者による講演会を行いひき
こもりに悩む家族等延べ139人の参加を得た。

連絡先（電話番号） ０４５－２６３－４４００

所属長評価

第１・四半期

当初の計画に従い、各課が順調に新年度事業をスタートさせた。また、広報施策として昨
年度末に開始した所属のフェイスブックに対して、各課が積極的に投稿し、内容の充実が
図られた。今後は、知名度の高い関連機関や著名人と連携するなど、一層の拡がりに向け
て取り組みたい。また、子ども・若者総合相談センターの電話相談の件数が昨年同時期の
約1.5倍、来所相談件数は約2倍に増加している。原因の分析を行うとともに、対応体制等
の整備を行い、十分な対応をしていきたい。

第２・四半期

子ども・若者総合相談センターの第２･四半期の電話相談件数は、ほぼ前年同時期並みに落
ち着いてきたが、来所相談件数は依然として約1.3倍と高い。電話相談から来所相談へと移
るケースや、来所相談の回数が重なるケースが増えており、職場内の連携体制をより一層
強化し、十分な対応をしていきたい。
また、「青少年のための科学の祭典」や新規共催事業「ロボワン（二足歩行ロボットの格
闘技大会）」の開催により、科学体験活動支援の参加者数が大幅に増加した。秋以降も、
各課で研修事業、イベント等が続くので、安全に心がけて実施していきたい。

第３・四半期

舞台芸術課の事業では、12月20日にハイスクール演劇フェスタを開催し、高校演劇の県大
会の優秀校２校による競演が行われ、341人が来場した。科学部の事業では、「青少年のた
めのロボフェスタ」を、相模原市内の県立総合産業高校で開催し、来場者は11月22日、23
日の2日間で4,029人に上り、子どもから大人まで、ロボットを通じた楽しい科学体験をし
てもらうことができた。また、NPOの協力を得て実施している青少年サポート課の「コミュ
ニケーション･人間関係講座」全５講座も、12月までに全て開講するなど、事業は、計画に
沿って概ね順調に進められている

第４・四半期

県子ども会連絡協議会等の青少年団体やＮＰＯ、また、県立音楽堂等の近隣施設の参加・
協力を得て、「子どもフェスティバル」を１月24日に開催し、1,249人（昨年比496人増）
が来場した。全館あげて協力体制を組み、企画・運営を行い、参加者・来場者の満足度が
高いイベントとすることができた。また、科学部では地元市等の協力を得て、相模原市と
藤沢市で「子どもサイエンスフェスティバル」を開催し、子どもたちに楽しい科学体験を
してもらうことができた。舞台芸術課では休止していた「かながわ子ども民俗芸能フェス
ティバル」を再開するとともに「地芝居2016」を開催するなど、伝統芸能の発表の機会を
提供した。そして青少年サポート課では、ひきこもりに関する地域啓発事業を秦野市、伊
勢原市等と共催で実施し、講演会を開催するなど、各課とも概ね計画的に事業実施を行う
ことができた。

総合評価

当初の年間計画に従い各課が概ね順調に事業を実施することができた。また、クロスファ
ンクショナルな館内協力体制を組み、県子ども会連絡協議会と共催で「子どもフェスティ
バル」を開催したり、支援が必要な青少年のための「コミュニケーション・人間関係講
座」を開講するなど、参加者や来場者の満足度が高い事業を実施することができた。ま
た、政策局、産業労働局、教育局と連携して、企業、大学、工業高校など４０団体の参加
のもと、「青少年のためのロボフェスタ」を相模原市内の神奈川総合産業高校で３年連続
開催し、４千人以上の来場者があるなど、横浜西区の施設にとどまらない事業を展開する
ことができた。さらに舞台芸術人材の発掘・育成のために「マグカル劇場」を運営し、若
者のための発表の場所を提供するなど、施設の伝統と特長を生かした取組みを進めること
ができた。


