
局名 部名

教育局 指導部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（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）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28年４月１日～平成29年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp/di
v/4025/

所属のホームページ

高校教育課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

高校教育課長の岡野です。

高校教育課は、主に次の仕事をしています。

①県立高等学校の入学者の選抜や県立中等教育学校の入学者の決定を円滑に実施するた

めに、基準の作成や指導・助言を行っています。

②県立高等学校及び県立中等教育学校の学校管理、教育課程、学習指導その他学校教育

について、指導・助言や調査を行っています。

③県立高等学校及び県立中等教育学校（前期課程を除く。）の教科書採択の調整等に関する

事務を行っています。

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

項目 (再)配当額

事業費 2,669,720 216,661 361,787 656,007 350,852 782,612 2,367,918

維持管理費 0

計 2,669,720 216,661 361,787 656,007 350,852 782,612 2,367,918

166,539 110,169 172,311 114,069 563,088

383,200 471,955 828,318 464,921 782,612 2,931,006

支出済額

支
出

事
業
経
費

合計

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 48 48 48 48

上記以外の職員 17 17 17 17

計（人） 65 65 65 65

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　補助事業実施状況

　①　高等学校定通教育振興補助金の交付

　　　高等学校の定時制・通信制教育の振興のため、定時制・通信制教育の振興を推進する団体に対

　　し、補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

１団体 0 1 0 0 0 1

600千円 0 600 0 0 0 600

　②　高校生留学支援事業補助金の交付

　　　留学する生徒の異文化理解を深め、県と海外の国との相互理解と友好親善に寄与するため、

　　県内の高校生に対し、留学に必要な経費に係る補助金を交付しています。

　【短期海外訪問に対する支援】

　　　姉妹校交流等、学校の教育活動としての海外派遣プログラム（原則２週間以上１年未満）に参加

　　する生徒が対象になります。

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

100人 0 0 34 5 0 39

10,000千円 0 0 3,400 500 0 3,900

　③　スーパーグローバルハイスクール事業における海外スタディツアー補助金の交付

　　　スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業において海外スタディツアー（国からＳＧＨの

　　指定を受けた学校の生徒が、課題研究についての意見交換などを行うため、海外の企業や大学など

　　を訪問すること）への参加を認められた生徒に対し、必要な経費に係る補助金を交付しています。

　　※ＳＧＨ事業とは、グローバル・リーダーを育成するＳＧＨを指定し、国際的素養を身につけるた

　　　めのカリキュラムの開発や実践を支援する事業です。

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

30人 0 0 30 0 0 30

2,100千円 0 0 2,100 0 0 2,100

２　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

年間目標
（計画）

年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

確かな学力の向上

【かながわグランドデザイン　プロジェ
クト　№15　教育】
　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す。プロ
ジェクトでは数値目標の一つとして「主
体的な学習活動を通じて、思考力・判断
力・表現力を高めることができたと思う
高校生の割合」を掲げており、今年度の
目標値は、59％となっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=46

指導主事が県立高校40校を訪問し、各校の
「組織的な授業改善」の取組について、成果
と課題を把握し、指導・助言を行いました。

指導主事が県立高校20校を訪問し、各校の
「組織的な授業改善」の取組について、成果
と課題を把握し、指導・助言を行いました。

・指導主事が県立高校70校を訪問し、各校の
「組織的な授業改善」の取組について、成果
と課題を把握し、指導・助言を行いました。
・５地域における研究発表会において、研究
成果の普及を行いました。
・全県立高校（通信制を除く。）において、
生徒学力調査を実施しました。

・指導主事が県立高校５校を訪問し、各校の
「組織的な授業改善」の取組について、成果
と課題を把握し、指導・助言を行いました。
・１地域における研究発表会において、研究
成果の普及を行いました。

生徒数

交付決定額

生徒数

交付決定額

項目

団体数

交付決定額

項目

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

項目 実績・進捗状況



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

民間企業３社を含む５機関と新たに「連携と
協力に関する協定」を締結し、県立高校生学
習活動コンソーシアムの拡大を図りました。

全日制進学率の向上

平成28年度入学者選抜の結果の集計及び中学
生の動向についての検討を行いました。

神奈川県公私立高等学校設置者会議で公立、
私立の定員目標を定めました。

平成29年度神奈川県公立高等学校生徒募集定
員を定めました。

平成29年度神奈川県公立高等学校入学者選抜
を実施しました。

ＩＣＴ利活用教育の推進

【かながわグランドデザイン　プロジェ
クト　№15　教育】
　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す。プロ
ジェクトでは数値目標の一つとして
「『生徒にＩＣＴ活用を指導する能力』
が高まったと感じる教員の割合」を掲げ
ており、今年度の目標値は、70％となっ
ています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=46

指導主事が県立高校30校を訪問し、多くの教
員がＩＣＴを効果的に活用した授業を行える
よう指導・助言を行いました。

・多くの教員がICTを効果的に活用した授業を
実践できるよう、平成28年度分の調達予定機
材の整備を完了しました。
・指導主事が県立高校７校を訪問し、指導・
助言を行いました。

・指導主事が県立高校40校を訪問し、多くの
教員がＩＣＴを効果的に活用した授業を行え
るよう指導・助言を行いました。
・５地域における研究発表会において、研究
成果の普及を行いました。

指導主事が県立高校１校を訪問し、多くの教
員がＩＣＴを効果的に活用した授業を行える
よう指導・助言を行いました。

県立高校全体の魅力づくりの一層の推進

中学生やその保護者等の進路選択の一助とし
て、県立高校の魅力のＰＲを行う「全公立
展」を開催し、のべ３万８千人の来場者があ
りました。

地区ごとに各県立高校のＰＲ及び個別相談を
行う公私合同説明・相談会を県内12会場で開
催し、のべ４万４千人の来場者がありまし
た。

県立高校と大学等の機関・団体との連携の拡
充に向け、47の機関・団体と「連携と協力に
関する協定」を締結し、県立高校生学習活動
コンソーシアムを形成しました。



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

概ね計画通りに業務運営が行われました。引き続き適正かつ効率的
な業務運営に努めます。

概ね計画通りに業務運営が行われました。

概ね計画通りに業務運営が行われました。引き続き適正かつ効率的
な業務運営に努めます。

045-210-8248連絡先（電話番号）

所属長評価

概ね計画通りに業務運営が行われました。引き続き適正かつ効率的
な業務運営に努めます。

概ね計画通りに業務運営が行われました。引き続き適正かつ効率的
な業務運営に努めます。


