
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

繰入金 1,873,262 1,389,831 920,115 247,001 2,556,947

2,928,654 2,294,806 30,065 1,553,328 96,493 3,974,692

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 産業労働局

産業労働局長の藤巻です。

産業労働局は、主に次の仕事をしています。

１ 産業部

工業の振興、新産業振興施策の推進、国内外の企業の誘致、エネルギー施策の

企画及び調整、再生可能エネルギーの導入の促進に関する事務などを行っていま

す。

２ 中小企業部

中小企業活性化推進計画の推進及び総合調整、商業及びサービス業の振興、中

小企業金融に関する事務などを行っています。

３ 観光部

マグネット力のある観光地の形成、観光プロモーションの展開、特産品・名産品の

魅力アップに関する事務などを行っています。

４ 労働部

労使関係の安定の促進、仕事と生活の調和、労働者の福祉の向上、雇用対策の

総合的企画及び調整、技術及び技能人材の育成に関する事務などを行っていま

す。

※平成２８年４月に、産業部とエネルギー部にて組織再編を行い、産業部と中小企業部とし

ました。

かなたび君

すくすクン

中小企業資金収入 2,928,654 2,294,806 30,065 1,553,328 96,493 3,974,692

国庫支出金 2,207,744 433,707 652,513 922,949 -114,698 1,894,471

使用料及び手数料 177,753 79,114 18,007 86,479 18,198 72 201,871

その他 295,178 74,913 54,871 58,759 35,108 37,618 261,269

収入計（A) 7,482,591 2,448,833 536,650 3,740,911 1,992,863 169,993 8,889,250

項目 (再)配当額

事業費 24,439,819 2,240,447 3,488,494 3,110,342 11,098,131 2,679,481 22,616,888

維持管理費 791,963 93,447 139,043 203,874 222,909 122,909 782,185

計 25,231,781 2,333,896 3,627,537 3,314,218 11,321,040 2,802,390 23,399,072

1,857,740 1,246,091 1,910,306 1,300,244 6,314,387

4,191,635 4,873,628 5,224,523 12,621,284 2,802,390 29,713,459

△ 1,742,802△ 4,336,978△ 1,483,612△ 10,628,421△ 2,632,397△ 20,824,209

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

614 626 628 626

124 125 125 125

738 751 753 751

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

計（人）

支出計(B)

（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
上記以外の職員

常勤職員

区分

収
入



Ⅳ　業務実施状況

　１　産業部

（１）競争力の高い産業の創出

ア　「さがみロボット産業特区」において、生活支援ロボットの実用化を促進するため、実証実験を実施競争力の高い産業の創出

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

44 6 7 16 11

20 6 3 13 17

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

17 10 12 15 16

15 5 9 10 10

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

108 0 0 0 0 108 108

100 0 0 0 0 100 100

※　成果事例の件数については、出納整理期間に記載します。

イ　国内外の企業の誘致

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　№６　産業創出】
　　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↓
　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　№６　産業創出】
　　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↓
　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　№６　産業創出】

　「インベスト神奈川２ndステップ＋」による企業誘致施策や海外企業の県内誘致を強力に展開するととも
に、継続的な産業集積を図るため、新たな支援策、制度を構築

注「かながわグランドデザイン」では、目標を累計値で記載しているため、上記の年間目標とは一致しません。

16
共同開発プロジェ
クト数（累計）

(イ)　ロボット、ライフサイエンスなどの成長分野における製品の開発を促進するため、オープンイノベー
ションによる中小企業等の技術連携・共同開発を実施

実証実験実施件数

（前年度実績） 39

項目 年間目標
（計画件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

　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、プロジェクトで数値目標の一つとなっている項目についてはその旨表記しています。

40

(ア)「さがみロボット産業特区」において、生活支援ロボットの実用化を促進するため、実証実験を実施

項目 年間目標
（計画件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

（前年度実績・累計） 10

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

神奈川発新技術
実用化件数

（前年度実績）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

25以上 4 4 5 12 25

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

7 3 2 3 2

7 2 1 2 2

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　№７　海外展開】
　　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↓
　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44

注「かながわグランドデザイン」では、目標を累計値で記載しているため、上記の年間目標とは一致しません。

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　№６　産業創出】
　　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↓
　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　　　　　件数　　　　　　　　(単位：件)　

県外・国外から立地する
事業所の誘致数

※件数については取りまとめ中のため、暫定の数字です。

項目
年間目標
（計画）

誘致件数　　　　　　　　　　　（単位：件）

累計

外国企業の県内
誘致件数 10

（前年度実績） 7

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44


２　観光部

(１)戦略的な観光事業の展開

ア　外国人観光客の誘客促進

年間目標
（万人）

実績人数
(万人)

174 223

126 165

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 0 0 0 3

なし ― ― ― ―

ウ　観光魅力の創出と観光消費の拡大 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

275,000 0 105,955 89,985 92,375 288,315

なし ― ― ― ― 0

　３　エネルギー部

（１）薄膜太陽電池の新たな市場の創出

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3,000kW以上 0 0 0 1,975

― ― ― ― 1,040

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　No.８　観光】
　　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↓
　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44

　外国人観光客の一層の誘客促進のため、徹底した現状分析によりターゲットを明確化し、当該国・地域別の
ニーズにあわせた戦略的な事業を展開

　神奈川を訪れる年間の入込観光客を191百万人（H25実績：185百万人）に増やすため、観光プロモーション
の強化や神奈川ならではの魅力ある商品の企画・販売、「ふるさと旅行券」の販売などを実施

項目

（前年度実績）(推計値)

年間目標
（計画）

項目

　ターゲットのニーズに応じた、未病ツーリズム等、県の特徴を生かした県ならではの観光を企画

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　(単位：kw)

累計

　太陽光パネルが設置できない建物の屋根等への導入を促進するため、薄膜太陽電池普及拡大プロジェクトを
通じて、多様な用途を実際に提示し、需要の増加を図ることにより新たな市場を創出し、価格の低下と普及拡
大を目指す

オリジナル企画数 3

項目

1,975

(前年度実績) 1,040

年間目標
（計画）

　　　企画数　　　　　　　　　　（単位：本）　

累計

プロジェクトを通じて導入
される薄膜太陽電池の発電
容量

使用実績枚数　　　　　　　（単位：枚）　

累計

ふるさと旅行券の使用実績枚数

（前年度実績）

（前年度実績） 0

イ　県の特徴を生かしたオリジナル企画の作成

外国人旅行者数の訪問者数(暦年)

― ― ― ― 1,040

（２）太陽光発電の導入促進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2,300人 532 435 867 706

－ 212 934 825 290

（３）水素エネルギーの導入促進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50台 8 17 4 16

（４）新たな電力供給システムの整備促進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1 0 2 0 0

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　　　整備件数　　　　　　　　(単位：件)

累計

整備件数 2

(前年度実績) 1,040

年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　普及台数　　　　　　　　　　(単位：台)

累計

燃料電池自動車の普
及台数

45

　官民連携による新たな電力供給システムの整備を支援することで、エネルギーの地産地消を進め、エネル
ギー自立型の街を実現

項目

かながわソーラーセンター
の利用者数

（前年度実績） 2,261

　燃料電池自動車、水素ステーション等の導入促進や普及啓発など、水素エネルギーを日常の生活や産業活動
で利活用する「水素社会」推進に向けた取組みの推進

　県内の住宅やビルを、できる限り、エネルギー自立型にシフトさせていくように普及啓発を進めていくとと
もに、太陽光発電設備の設置を検討する県民や事業者の多様なニーズに応えるため、かながわソーラーセン
ターで周知しているソーラーバンクシステムの設置プランを拡充（蓄電池、エネファーム等）し、導入を促進

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　(単位：人)

累計

2,540

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44


　４　労働部

（１）就業支援の充実と産業人材の育成

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50 － － 26.0 －

23.2 － 23.2 － －

※ 「神奈川なでしこブランドフェア」（10月）における来場者アンケートによる認知度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

２（回） 0 0 1 3

300（人） 0 0 84 164

１（回） 0 0 1 0

122（人） 0 0 122 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

839 846 851 852 854

859 788 797 807 810

障害者就労相談センターのしごとサポーター等の支援による就職者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

400 86 68 91 76 321

432 84 72 120 50 326

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

　産業部では、さがみロボット産業特区の実証実験や県内への企業誘致な

神奈川なでしこブ
ランド認知度

26.0

（前年度実績）

エ　障がい者の雇用率を1.83％(H26実績：1.75％)に増やすため、障がい者一人ひとりの特性に応じたきめ細
やかな就業・定着支援を実施

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　実績　　　　　　　　　　

累計

※上記目標を達成すると、東西総合職業技術校において訓練を受けた修了生の就職率は93.0％になります。
(H26実績92.5％)

東西総合職業技術校において職業訓練を受けた修了生の就職者数

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

就職者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実績人数　　　　　　(単位：人)　　　　　　　　　　　

（前年度実績）

イ　若年者の雇用環境の改善を図るため、労働法制の基礎知識に加え、求人票のチェックポイントなどを解説
した実践的なガイドブックを作成し、大学生や高校生向けのセミナーを開催

ア　女性の活躍・登用の機運醸成を図るとともに、女性が開発した商品の売り上げ向上を図るため、神奈川な
でしこブランドの普及啓発を実施

項目 年間目標
　　　　　認知度実績　　　　　　 　（単位：％）　

累計

ウ　求職者や企業のニーズに応じた訓練と就業支援を効果的に推進

就職者数

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　就職者数　　　　（単位：人）

23.2

セミナー開催回数
及び参加人数

4

248

（前年度実績）
1

122

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

局長評価

　産業部では、さがみロボット産業特区の実証実験や県内への企業誘致な
ど、競争力の高い産業の創出へ向けた施策を行った。
　観光部では、観光魅力の創出と観光消費の拡大に向けて、「ふるさと旅行
券」の販売準備や外国人観光客の一層の誘客を促進した。
　エネルギー部では、ソーラーセンターの利用者数が前年度同期実績を大幅
に上回るなど、太陽光発電の導入を促進した。
　労働部では、障害者就労相談センターのしごとサポーター等の支援による
就職者数について、前年度同期実績を上回るなど、年間目標達成に向けた取
組みを行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んでいる。

　産業部では、さがみロボット産業特区の実証実験や県内への企業誘致な
ど、競争力の高い産業の創出へ向けた施策を行った。
　観光部では、「ふるさと旅行券」の販売などを通し、観光魅力の創出と観
光消費の拡大に向けた施策を行い、戦略的な観光事業を展開した。
　エネルギー部では、ソーラーセンターの利用者数が目標を達成し、新世代
のエネルギーに対する周知に努めた。
　労働部では、東西総合職業技術校において職業訓練を受けた修了生の就職
者数について、前年度同期実績を上回るなど、年間目標達成に向けた取組み
を行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んでいる。

　産業部では、さがみロボット特区の実証実験や外国企業の県内誘致など、
競争力の高い産業の創出へ向けた施策を行った。
　観光部では、「ふるさと旅行券」の販売などを通し、観光魅力の創出と観
光消費の拡大に向けた施策を行い、戦略的な観光事業を展開した。
　エネルギー部では、ソーラーセンターの利用者数が順調に推移するなど、
太陽光発電の導入促進などに向けた取組みを行った。
　労働部では、東西総合職業技術校において職業訓練を受けた修了生の就職
者数について引き続き前年度同期実績を上回るなど、年間目標達成に向けた
取組みを行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んでいる。

　産業部では、企業誘致の件数が順調に推移し、特に外国企業の県内誘致件
数は年間目標を大幅に上回るなど、競争力の高い産業の創出へ向けた施策を
行った。
　観光部では、「ふるさと旅行券」の利用が年間目標を達成し、また、県内
の特徴を生かしたオリジナル企画を作成するなど、戦略的な観光事業を展開
した。
　エネルギー部では、ソーラーセンターの利用者数が順調に推移するなど、
太陽光発電の導入促進などに向けた取組みを行った。
　労働部では、東西総合職業技術校において職業訓練を受けた修了生の就職
者数について引き続き前年度同期実績を上回るなど、年間目標達成に向けた
取組みを行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んだ。



総合評価

０４５－２１０－５５３２（直通）

　産業部では、神奈川発の新技術実用化件数や外国企業の県内誘致件数が年
間目標を大幅に上回るなど、競争力の高い産業の創出へ向けた施策を行っ
た。
  観光部では、「ふるさと旅行券」の使用実績枚数や外国人旅行者数の訪問
者数が年間目標を大幅に上回るなど、戦略的な観光事業を展開した。
　エネルギー部では、ソーラーセンターの利用者数が年間目標を大幅に上回
るなど、太陽光発電の導入促進などに向けた取組みを行った。
　労働部では、東西総合職業技術校において職業訓練を受けた修了生の就職
者数が年間目標を大幅に上回るなど、就業支援の充実と産業人材の育成に向
けた取組みを行った。
　その他の事業も含め、概ね目標を達成し、産業・労働施策を着実に推進す
ることができた。

連絡先（電話番号）


