第２号様式
局進行表

業務運営進行表
（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
局名

Ⅰ

政策局

業務概要
政策局は、全庁の未成熟課題や部局横断的な課題に対して、県庁の縦割りを打破し、ス
ピード感ある対応を実現するために、一丸となって施策形成を支援しています。また、
政策局として積極的に課題を発掘し、各局に働きかけ、県全体の政策が厚みを増すよう
努めています。
主な業務内容は、以下のとおりです。
・ 知事・副知事の秘書業務、皇室関係及び表彰等に関する事務、「県のたより」の発
行やテレビ・ラジオ、ホームページ等による広報の推進、知事の特命事項に関する事務
・ ヘルスケア・ニューフロンティアの推進に係る総合的企画及び調整、国家戦略特別
区域、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区、最先端医療産業、未病産業、
ＣＨＯ(健康管理最高責任者)構想、ヘルスケアＩＣＴ、ライフサイエンス産業の国際戦
略及び国際的医療人材の養成に関する事務
・ 政策局及び地域県政総合センターの人事管理に関する事務、政策局内の庶務、企画
調整及び経理に関する事務

・ 県行政の総合的企画や総合計画の策定、科学技術政策の総合的企画や大学との連携
推進、土地及び水資源の総合的企画及び調整、条例案等の審査や県公報の編集及び発行
等
・ 市町村行政に係る協議、助言及び連絡調整、広域連携の総合的企画及び調整、地域
政策の総合的企画及び調整
・ 情報化に係る総合的企画及び調整、地域の情報化の推進、スマート県庁推進に係る
総合的企画及び調整、情報セキュリティポリシー及び情報システムの開発
・ 基地対策の企画及び調整、基地の整理、縮小及び返還の促進、駐留軍に関する連絡
及び調査、基地周辺の生活環境に関する事務
県の重点施策をわかりやすく紹介するサイト「かなかなかぞく」

Ⅱ

支出の状況
（第１・四半期の主な支出の状況）
支出の主な項目としては、高度情報化推進事業関係費4億8,430万円、統計調査関係
費3億4,176万円となっています。（いずれも事業費）
（第２・四半期の主な支出の状況）
支出の主な項目としては、参議院議員通常選挙関係費20億1,038万円、高度情報化
推進事業関係費８億8,423万円となっています。（いずれも事業費）
（第３・四半期の主な支出の状況）
支出の主な項目としては、高度情報化推進事業関係費10億9,359万円、市町村振興
宝くじ交付金５億4,750万円となっています。（いずれも事業費）
（第４・四半期の主な支出の状況）
支出の主な項目としては、高度情報化推進事業関係費10億7,681万円、貸付債権受
取利益移転事業費10億3,477万円となっています。（いずれも事業費）
（出納整理期間の主な支出の状況）
支出の主な項目としては、市町村自治基盤強化総合補助金15億8,833万円、高度情
報化推進事業関係費13億9,574万円となっています。（いずれも事業費）

(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
事
業
経
費

支出済額

項目

(再)配当額

事業費

28,218,982

1,709,578

4,755,794

3,213,734

8,132,156

497,220

4,254

245,712

18,606

213,640

28,716,202

1,713,832

5,001,506

3,232,340

8,345,796

人件費（注１）

1,329,515

906,239

1,390,446

929,133

合計

3,043,347

5,907,745

4,622,786

9,274,929

維持管理費
計

累計

9,402,936

27,214,198

668 482,880
9,403,604

27,697,078

4,555,333

9,403,604

32,252,411

（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）所属進行表の額を集計しているため、各計欄は一致しない場合があります。

Ⅲ

職員配置状況
区分
配置職員数

Ⅳ

４月１日

７月１日

10月１日

１月１日

常勤職員

448

455

457

456

上記以外の職員

61

62

62

64

計（人）

509

517

519

520

業務実施状況
１ 知事室
○○部
（１）秘書業務
項目

実績・進捗状況
知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行

知事・副知事の秘書業務
（応接業務、随行業務等）

第１四半期 業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行

第２四半期 業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行

第３四半期 業務等）を円滑に行うことができた。

知事・副知事を支える秘書業務（応接業務・随行

第４四半期 業務等）を円滑に行うことができた。

（２）広報戦略業務
①

ホームページ総アクセス数
実績件数（単位:件）
年間目標
項目
（計画） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

累計

アクセス件数

-

7,538,038

8,140,361

5,478,311

5,557,420

26,714,130

（前年度実績）

-

6,063,036

8,077,037

6,480,378

7,415,468

28,035,919

②

神奈川県スペシャルコンテンツサイト「かなかなかぞく」における効果的な情報発信
公開数（単位:本）
項目
年間目標
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
累計

アニメ動画の公開
数

8

0

2

4

2

8

（前年度実績）

8

0

4

2

2

8

③

フェイスブック（かながわキンタロウ）「いいね」数
※数値は累計数
実績件数（単位:件）
項目
年間目標
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
累計

「いいね」数

-

3,312

3,334

3,343

3,346

3,346

（前年度実績）

-

2,862

3,015

3,147

3,239

3,239

④

県のたより発行状況
実績部数（単位:部）
年間目標
項目
（計画） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

累計

発行部数

40,440千部

10,060,621

10,051,900

10,032,300

9,996,700

40,141,521

（前年度実績）

40,440千部

10,092,100

10,069,500

10,060,300

10,059,580

40,281,480

２ ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室
○○部
（１）マイＭＥ-ＢＹＯカルテの累計利用者数

【かながわグランドデザイン 柱Ⅰ「健康長寿」 プロジェクト２「医療」】
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、プロジェクトでは数値目標の一つとして「マイＭＥ-ＢＹＯカルテの累計利用者
数」を掲げて います。 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=43
※「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」とは、パソコンやスマートフォンを通じて自分
自身の健康情報が一覧できる、県が運営するアプリケーションです。
マイＭＥ-ＢＹＯカルテの登録はこちら⇒

項目

※数値は累計数
実績人数（単位:人）
年間目標
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
累計

累計利用者数

10,000

（前年度実績）

1,000

3,014
－

4,129
－

5,664
－

15,658

15,658

2,724

2,724

（２）ヘルスケア・ニューフロンティアの推進
項目

実績・進捗状況
・ライフイノベーションセンターの供用を開始
し、15事業者の入居を公表。
・「ＣＨＯ構想推進コンソーシアム平成28年度
第１回会議」を開催。
・県民の皆様へのわかりやすい広報の一環とし
第１四半期
て、ヘルスケア・ニューフロンティアの概要を
作成。
・平成28年度第１回未病産業研究会を開催し、
今年度の取組みについての情報提供やモデル事
業の結果報告を実施。

・ヘルスケア・ニューフロン
ティアの推進に係る総合的企
画及び調整に関すること
・国家戦略特別区域に関する
こと
・京浜臨海部ライフイノベー
ション国際戦略総合特区に関
すること
・最先端医療産業に関するこ
と
・未病産業に関すること
・ＣＨＯ(健康管理最高責任
者)構想に関すること
・ヘルスケアＩＣＴに関する
こと
・ライフサイエンス産業の国
際戦略に関すること
・国際的医療人材の養成に関
すること

・国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳ
Ｔ）が、川崎市殿町地区周辺エリアを「世界に
誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコン
プレックス）推進プログラム」の拠点に採択。
・ライフイノベーションセンターが開所。
・新たに３件の未病産業関連の商品・サービス
を「ME-BYO BRAND」に認定。
第２四半期
・県内８市町にお住まいの方を対象に、マイＭ
Ｅ-ＢＹＯカルテと連携する「電子母子手帳アプ
リ」を提供する取組みを開始。
・東京圏国家戦略特別区域において、横浜駅き
た西口鶴屋地区市街地再開発事業に係る「国家
戦略住宅整備事業」等２事業が新たに区域計画
の認定。
・最先端の未病製品・サービスを一堂に集めた
展示会「ME-BYO Japan 2016」を開催し、未病産
業の最新動向を発信。
・欧州及び米国を訪問し、ＷＨＯとは協定書
を、スタンフォード大学とはＭＯＵをそれぞれ
締結する等、海外関係機関との連携を強化。
・ＷＨＯのエイジング・アンド・ライフコース
部（高齢化部局）へ職員１名を派遣。
第３四半期 ・新たに県内５市町と協働し、「電子母子手帳
アプリ」の提供開始を発表。（平成28年12月現
在11市町で運用中、平成28年度中に2市で利用開
始予定。）
・メディカル・イノベーションスクールの設置
に関する基本的な方針や教育内容等について検
討する「メディカル・イノベーションスクール
設置検討委員会」を設置し、第１回目を11月に
開催。
・電子母子手帳アプリの提供拡大。（平成29年
４月から17市町で利用開始）
・シンガポールにおいて、医療介護関係者等を
対象に未病産業研究会の会員法人６社を出席者
とする展示会及び意見交換会を開催。
第４四半期 ・メディカル・イノベーションスクールの開設
に向け、研究の目指す方向性について議論する
シンポジウムを開催。
・国が、「未病の考え方などが重要になる」と
いった表現と未病の定義を新たに盛り込んだ
「健康・医療戦略」を２月に改訂。

３ 総務室
部
（１）局の枠を超えた未成熟課題の調整
項目

実績・進捗状況
人生百歳時代の設計図等のクロスファンクショ
ンラウンドテーブルに参画し、県議会の窓口を
第１四半期 所管する立場を踏まえて、提言を行ってきた。
また、各局企画調整官との情報共有の機会を積
極的に設けるよう努めた。

複数局の横断的な政策課題
や、新たな政策形成に取り組
むほか、所管の定まらない新
たな未成熟課題にも取り組
む。

第一四半期に引き続き、クロスファンクション
ラウンドテーブルに参画するほか、自ら企画調
第２四半期
整官ミーティングを開催し、庁内での課題への
対応等、局間の情報共有を積極的に進めた。
第二四半期に引き続き、新たなクロスファンク
ションラウンドテーブルに参画するほか、局横
第３四半期
断的な政策課題に関し、ＧＬ等実務担当者を対
象とした政策勉強会の開催を企画した。
第三四半期に引き続き、クロスファンクション
ラウンドテーブルに参画するほか、局横断的な
第４四半期
政策課題に関し、ＧＬ等実務担当者を対象とし
た政策勉強会を開催した。

４ 政策部
部
（１）スピード感ある政策調整の実施
項目
政策のやわらかい
段階から知事と議
論する仕組みの積
極的な運用
クロスファンク
ション・ラウンド
テーブルの迅速な
設置

年間目標
（前年度実績）

実績件数

（単位：件）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

累計

7
（5）

1

7

1

0

9

7
（5）

2

0

2

0

4

（２）アグレッシブな職員提案の推進
職員が提案しやすい環境のもと、職員一人ひとりの政策立案力を活かし、職員が新しい発
想で様々な課題に取り組めるよう職員提案を実施し、その優れたアイデアを政策に結びつけ
ることにより、職員のやる気を喚起し、意欲を持って積極的に取り組む県庁を作る。
項目

年間目標

実績件数
（単位:件）
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
累計

職員提案による知
事提案件数

140

71

0

70

0

141

（前年度実績）

134

66

15

53

0

134

10

0

4

0

3

7

7

0

1

3

3

7

「職員提案事業推
進費」を活用した
施策化・実現化

（前年度実績）

（３）政策研究の実施状況
年度中に発生した喫緊の課題に即応して、政策形成に役立つ調査を実施し、調査内容は、
実践的で活用しやすいかたちで報告する。
項目

実績件数
（単位:件）
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
累計

年間目標

調査研究数

6

（前年度実績）

-

（４）かながわグランドデザイン
項目

0

2

0

4

6

1

0

4

1

6

第２期実施計画の進行管理等
実績・進捗状況

総合計画審議会による政策評価を行い、2015年
度の進捗状況を評価した「かながわグランドデ
第１四半期
ザイン 評価報告書2015」を取りまとめ、県民意
見募集を開始した。

「かながわグランドデザイン
評価報告書2015」を作成し、
進行管理を行う。

政策レビューを実施し、政策運営の改善の方向
性を議論した。また、引き続き「かながわグラ
第２四半期
ンドデザイン 評価報告書2015」に関する県民
意見募集を行った。
第３四半期

引き続き「かながわグランドデザイン 評価報
告書2015」に関する県民意見募集を行った。

募集した県民意見、提案を検討、整理し、「か
第４四半期 ながわグランドデザイン 評価報告書2015」県
民参加意見整理台帳を作成、公表した。

（５）神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証等
項目
実績・進捗状況
実施した施策・事業の成果に 第１四半期 評価報告書策定に向けた庁内照会を実施した。
ついて、神奈川県地方創生推
進会議等による検証も含め、
地方創生推進会議総合戦略推進評価部会を開催
評価を行い、その結果を公表
し、平成27年度の評価を整理した「神奈川県ま
する。
第２四半期 ち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」につい
て議論し、部会としての二次評価案を取りまと
めた。
地方創生推進会議において二次評価を確定し、
第３四半期 「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略
2015年度評価報告書」を取りまとめた。

神奈川県地方創生
推進会議

地方創生推進会議において、総合戦略へのＫＰ
Ｉの追加等について議論し、ＫＰＩを追加した
第４四半期
「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略
（平成29年３月改訂）」を取りまとめた。

（６）神奈川県科学技術政策大綱の策定
項目

実績・進捗状況

現大綱（H24年度～H28年度）で掲げた施策につ
第１四半期 いて、県試験研究機関等から取組状況を調査
し、その成果や課題の検証を行った。

県の科学技術政策の基本的な
方向性を示す新たな「神奈川
県科学技術政策大綱」を策定
する。

産学公の立場などを代表する有識者から構成さ
れる神奈川県科学技術会議を開催し意見聴取を
第２四半期
行い、現大綱の検証及び新たな大綱の骨子案を
取りまとめた。

骨子案について県民意見募集等を実施したほ
第３四半期 か、神奈川県科学技術会議を開催し意見聴取を
行い、新たな大綱の素案を取りまとめた。
施策例や附属資料を整理し、議会による議決を
第４四半期 経て３月に新たな「神奈川県科学技術政策大
綱」を策定した。

（７）新たなイノベーション創出支援機関（産業技術総合研究所）の設立準備等
項目
実績・進捗状況
第１四半期

平成29年４月を目途に、産業
技術センターと（公財）神奈
川科学技術アカデミーを統
合・地方独立行政法人化し、
新たなイノベーション創出支
援機関として、産業技術総合
研究所（産技総研）を設立す
るための準備を進める。

地方独立行政法人評価委員会において、産技総
研の中期目標（骨格）の検討を行った。

地方独立行政法人評価委員会における審議の
第２四半期 上、産技総研の中期目標（素案）及び中期計画
（骨格）を作成した。

地方独立行政法人評価委員会における審議や議
会による議決を経て、中期目標を作成した。ま
第３四半期
た、評価委員会における審議の上、中期計画
（案）を作成した。
地方独立行政法人評価委員会において、中期計
画（案）の承認を得るとともに、統合に必要な
第４四半期
KAST評議員会の特別決議、国の設立認可を得
た。（平成29年4月に産技総研を設立した。）

（８）土地利用基本計画の策定
項目
県国土利用計画と土地利用基
本計画を整理・統合し、第五
次国土利用計画（全国計画）
の内容も踏まえ、県土利用に
関する基本的事項の全体像を
示す新たな土地利用基本計画
を策定する。

実績・進捗状況
第１四半期

学識者に意見を聴いた上で改定骨子案を作成
し、全庁照会を行った。

改定骨子案について、市町村との意見交換を行
い、庁内調整を行った上で、国土利用計画審議
第２四半期
会に報告するとともに、第３回県議会定例会に
報告した。
改定骨子案への意見を踏まえ、改定素案を作成
し、市町村との意見交換を行い、庁内調整を
第３四半期 行った上で、国土利用計画審議会に報告すると
ともに、第３回県議会定例会（後半）に報告し
た。
県民意見募集を行った上で改定案を作成し、市
町村長の意見聴取、国土利用計画審議会への諮
第４四半期 問・答申、国土交通大臣協議を行うとともに、
平成29年第１回県議会定例会に報告をした上
で、新たな土地利用基本計画を策定した。

土地利用状況図

（９）水道事業の広域化等に向けた取組
項目

実績・進捗状況
第２回「県西地域における水道事業の広域化等
に関する検討会」を開催し、包括委託の導入を
第１四半期
検討するために各水道事業者の業務量調査につ
いて検討し、実施した。

各市町村が担っている水道事
業について、適正な広域化等
が進められるよう取り組む。

検討会での業務量調査結果等をもとに、包括委
第２四半期 託の可能性について民間事業者へのヒアリング
を実施した。
第３回「県西地域における水道事業の広域化等
第３四半期 に関する検討会」を開催し、包括委託の課題等
を検討した。
第４回「県西地域における水道事業の広域化等
に関する検討会」を開催し、包括委託の課題等
第４四半期
を整理するとともに、この１年間の検討結果等
をまとめた「中間とりまとめ」を作成した。

５自治振興部
（１）県西地域の広域連携体制の強化
小田原市と南足柄市が進める県西地域の広域連携を強化する取組について、情報収集を行
うとともに、適宜助言等を行い支援していく。
実績回数
（単位:回）
項目
年間目標
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
累計
「（仮称）県西地
域の中心市のあり
方に関する２市協
議会」への参加

10回

3

1

4

6

14

（２）かながわシープロジェクト
項目

実績・進捗状況
・加山雄三氏及び（一社）日本マリーナ・ビーチ
協会神奈川県支部 熊澤支部長とともに、史上最
大級のヨットフェスティバル
「ENJOY 海 KANAGAWA」の開催について共同記者会
見を実施。

圏央道の開通や東京2020オ
リンピックパラリンピックの
開催を契機として、国内外か
ら多くの観光客を神奈川に呼
び込み、相模湾沿岸地域の活
性化に取り組む。

共同記者会見の様子

第１四半期 ・かながわシープロジェクト関連イベントの企
画・調整
・Feel SHONANウェブサイトの多言語化に係る業務
委託を発注。
http://feelshonan.jp/en/
「Feel SHONAN」
ホームページ（英語版）

江之浦バリアフリーダイビングツアーなど、合
計10イベントをかながわシープロジェクト関連
イベントとして実施。
【10イベント合計参加者：約60,000名】
第２四半期

江之浦バリアフリーダイ
ビングツアーの様子

・史上最大級のヨットフェスティバル「ENJOY
海 KANAGAWA」など、合計７イベントをかながわ
シープロジェクト関連イベントとして実施。
【７イベント合計参加者等：約20,000名】

「ENJOY 海
KANAGAWA」の様子

第３四半期
・Feel SHONANウェブサイトの多言語化の改修完
了。

「Feel SHONAN」
ホームページ（英語版）

・真鶴フリーダイビングヨーガなど、５イベン
トをかながわシープロジェクト関連イベントと
して実施。
【５イベント合計参加者：268名】
・城ヶ島にダイビング拠点を整備。
第４四半期
ダイビング拠点

（３）三浦半島魅力最大化プロジェクト
項目

実績・進捗状況

第１四半期

・大学から、地域と連携して取り組む三浦半島な
らではの新たな地域コミュニティづくりに関する
事業を募集し、次の３事業を採択。
①三浦半島を元気にするリビングラボラトリー～
コミュニティを活用した集合団地のＣＣＲＣ化事
業～（神奈川県立保健福祉大学）
②空き家再生と地域資源の活用による新たな地域
コミュニティづくり事業（関東学院大学）
③“みうらからはじめる”：地域コミュニティが
主役となる学民連携事業（横浜国立大学）

公開コンペの様子

・「海の駅」事業者や国土交通省などと連携し
て、平成28年度第１回及び第２回の三浦半島
「海の駅」巡りを開催。
【第１回参加者：76名】
【第２回参加者：34名】

第２四半期
三浦半島「海の駅」
巡りのチラシ

地域が一体となって、
「海」、「食」、「地域」、
「働く」、「住む」の５つの
魅力の最大化に向けて取り組
む。

・「うらりマルシェ」オープン記念として、三
浦半島オリジナルメニュー「LAUMI」普及イベン
ト「三浦半島まるごと食堂」を開催。
【来場者数：約8,100名】

第３四半期

イベントの様子

・平成28年度三浦半島「海の駅」巡りを開催。
【第４回参加者：41名】
※第３回及び第５回は荒天のため中止

・平成28年度三浦半島「海の駅」巡りを開催。
【第６回参加者：逗子～逗子間75名、葉山～逗
子間24名】自転車を乗せたままクルージングが
できるイベント（「パン屋ライド」と共催）
・横須賀市と逗子市を中心として、空き家を活
用した週末移住者や都会からの移住者による
日々の暮らしや仕事など、三浦半島で住む魅力
を発信。
①移住専門誌「ＴＵＲＮＳ」に三浦市や横須賀
市への移住者や２拠点居住者の記事を掲載。
②①の記事を中心とした冊子を作成。
③都内でＴＵＲＮＳカフェ（移住関係イベン
第４四半期 ト）を開催。
【参加者数：28名】

ＴＵＲＮＳカフェ
の様子

（４）県西地域活性化事業
項目

実績・進捗状況
・「県西地域ウォーキングガイド」に新規３
コースを追加
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/wal
king.html）

第１四半期

＜新規３コース＞
・仙石原－乙女口コース
・久野・里地里山コース
・メガソーラー周辺散策
コース

（ウォーキングＰＲ用ポスター）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：123施設

・株式会社ブルックスホールディングス及び大
井町と「未病いやしの里センター（仮称）事業
に係る連携・協力に関する基本協定」を締結。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kensei
pj/sato_center.html）

第２四半期

県西地域において未病を改
善し、住む人や訪れる人の健
康長寿を実現するとともに、
未病を改善する様々な地域の
魅力をつなげて産業力を高
め、自然といのち、世代が循
環する地域づくりを進めるこ
とで、地域の活性化を図る。
※ 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
No.18に位置付けられてい
る。
プロジェクトでは、数値目
標の一つとして「未病いやし
の里の駅の数（累計）」を掲
げており、今年度の目標値は
第３四半期
130施設となっている。
http://www.pref.kanagawa.jp/upl
oaded/attachment/783679.pdf#pag
e=47

・箱根ジオパークが、南足柄市エリアの拡大に
伴い、日本ジオパークとして新規認定。
・未病いやしの里の駅の数（累計）：127施設
・第７回県西地域活性化推進協議会を開催。
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kensei
pj/about_project.html）

協議会の様子

・横浜銀行及び県西地域２市８町と連携した
「未病の改善」につながる金融商品の取扱開
始。
（http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1082931.html）

・未病いやしの里の駅の数（累計）：135施設

・県西未病観光コンシェルジュ育成セミナーを
開催（初、中級：各３回、上級：１回）
（初級：94人、中級：69人、上級：66人）
・ＭＥ-ＢＹＯフェスタ2017春を開催（参加人
数：約5,500人）
・第８回県西地域活性化推進協議会を開催
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/
kenseipj/council.html）
・未病いやしの里の駅の数（累計）：156施設
（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/
kenseipj/sato_station.html）
第４四半期

（ＭＥ-ＢＹＯフェスタ2017春の様子）

（参考）地域政策課のHP「県西地域活性化プロジェクト」
(http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0602/kenseipj/)において、プロジェクトの内容や進捗状況等
について掲載しています。

6 情報企画部
（１）社会保障・税番号制度への適切な対応
項目
実績・進捗状況
【社会保障・税番号制度への
システム改修及びマイナンバーカード交付経費
適切な対応】
平成28年１月より利用開始 第１四半期 に係る国庫補助金の交付申請等の取り纏めや、
会計検査院による会計実地検査への対応などを
されたマイナンバーについ
行った。
て、国や市町村と連携し、適
切な運用を行えるよう体制の
整備を進める。
マイナンバー制度に関する国への提案活動を行
特に、平成29年７月から開
始が予定されている他県等と 第２四半期 い、寄せられている市町村や団体からの要望を
とりまとめて国に提案した。
の情報連携に向けて条例を整
備するとともに、庁内のマイ
ナンバーの取扱状況を確認す
るため、監査を実施する。
庁内のマイナンバーの取扱状況を確認するため
の監査を実施することについて、全庁的な承認
第３四半期
を得るなど、監査の実施に向けた取組みを進め
た。

マイナンバー広報ロゴマーク
「マイナちゃん」

マイナンバーを使用して事務を行う所属に対
第４四半期 し、書面監査と実地調査を行い、マイナンバー
の管理状況を確認した。

※ 平成29年４月１日にスマート県庁推進課は廃止となり、新たに情報企画課が設置されました。

（２）電子化全開宣言行動計画の確実な進行管理
項目

実績・進捗状況
第１四半期

対象範囲を全庁システムに拡
大したことから、今まで以上
に行動計画が確実に推進され
るよう、的確な進行管理を行
う。

平成27年度の取組状況について、庁内に確認
し、状況を整理した。

電子化全開宣言行動計画に位置付けた45の各取
第２四半期 組について、庁内に確認し、平成28年度の目標
及び取組計画を設定した。
全庁のシステムのうち、現在システム開発中の
特別案件・大規模案件プロジェクトの進行状況
を確認し、全庁で認識を共有した。
第３四半期
「電子化全開宣言行動計画」の後継となるＩＣ
Ｔ戦略の今後の方向性について検討に着手し
た。

第４四半期

平成28年度の取組の実績と平成29年度に実施す
る予定の取組みを確認した。

※ 平成29年４月１日にスマート県庁推進課は廃止となり、新たに情報企画課が設置されました。

7 基地対策部
（１）基地の整理・縮小・返還の促進
項目
基地の整理・縮小・返還を促
進していく。

実績・進捗状況
○渉外関係主要都道県知事連絡協議会（渉外知
事会）及び神奈川県基地関係県市連絡協議会
第１四半期
（県市協）の要望書の作成に向けて、とりまと
め作業を進めた。

○渉外知事会及び県市協により基地対策等に関
する要望書を作成し、基地の整理・縮小・返還
第２四半期
の促進について重点要望として、国に要望し
た。
○渉外知事会により実施した要望に対する国か
らの回答を踏まえ、基地の整理・縮小・返還の
促進に向けた要望を充実させるための検討を
第３四半期 行った。
○県市協で実施した調査・研修事業等を実施
し、幅広い視点から基地政策への理解を深め、
施策を充実させた。
○渉外知事会及び県市協で実施した調査・研修
事業等を通じ、幅広い視点から基地政策への理
第４四半期
解を深め、今後の施策に活かしていくための検
討を行った。
（２）基地周辺住民の安全・福祉の確立と生活環境の確保
○渉外知事会により、沖縄県で発生した米軍属
による事件に対する再発防止策の実施や日米地
位協定の改定などを緊急要請した。
○厚木飛行場で空母艦載機の着陸訓練を実施し
第１四半期 ないこと等を防衛大臣に要請した。
○第６回移駐等協議会を開催し、国から移駐の
進捗状況等に関する説明を受けた。
基地周辺住民の安全・福祉を
○原子力艦船に係わるモニタリング調査に延べ
確立し、生活環境を確保して
63日間参加した。
いく。
・国等と共同して原子力艦船
○原子力艦船に係わるモニタリング調査に54日
に係わるモニタリング調査を 第２四半期 間参加した。
実施
・基地交付金など国の財政措
置の充実を要請
○厚木基地騒音対策協議会（厚協）を開催し、
・空母艦載機移駐の早期実現
早期かつ着実に空母艦載機の移駐等を実施する
を要請
こと等を内容とする要請を行うことを決定し、
・「厚木飛行場からの空母艦 第３四半期 国及び米側に対して要請活動を行った。
載機の移駐等に関する協議
○原子力艦船に係わるモニタリング調査に53日
会」の設置、開催等
間参加した。

第４四半期

○原子力艦船に係わるモニタリング調査に90日
間参加した。

（３）基地との連携の推進
○「ビッグレスキューかながわ」の実施に向け
第１四半期 た準備や、災害分野の交流など米軍と調整等を
行った。

基地負担の軽減にもつながる
基地との連携を推進し、米軍
との相互理解と協力関係を強
化していく。

○９月11日に実施された「ビッグレスキューか
ながわ」に、在日米陸海空軍の医療部隊及び航
空部隊が参加した。
第２四半期
○また、９月８日に「災害時の相互応援マニュ
アル」による在日米陸海軍との防災通信訓練を
実施した。
○知事と在日米陸軍司令官、在日米海軍司令官
第３四半期 による第５回意見交換会の開催に向け、米軍と
調整を進めた。
〇第５回神奈川県・米陸海軍意見交換会を開催
し、災害時における情報伝達や医療救護活動に
第４四半期 おける日米連携などについて話し合い、今後も
「ビッグレスキューかながわ」などを通して、
日米の相互協力を深めていくことを確認した。

Ⅴ

業務運営に関する評価
県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
また、次の取組をはじめとして、計画的に事業を実施し
た。
・ライフイノベーションセンターの供用を開始し、
15事業者の入居を公表
・史上最大級のヨットフェスティバル
「ENJOY 海 KANAGAWA」の開催について共同記者
会見を実施
第１四半期

「ENJOY 海 KANAGAWA」の開催について
共同記者会見（平成28年６月28日）

県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
また、次の取組をはじめとして、計画的に事業を実施し
た。
・ライフイノベーションセンターが開所
・『「人生100歳時代の設計図」を考える
キックオフシンポジウム』を開催
・株式会社ブルックスホールディングス及び大井町
と「未病いやしの里センター（仮称）事業に係る
連携・協力に関する基本協定」を締結

第２四半期

ライフイノベーションセンター開所式
（平成28年８月25日）

シンポジウムの様子
（平成28年７月24日）

県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
また、次の取組をはじめとして、計画的に事業を実施し
た。
・地方創生推進会議においてとりまとめた、
「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略
2015年度評価報告書」の完成
・最先端の未病関連製品・サービスを一堂に集めた
展示会「ME-BYO Japan2016」を開催
・逗子マリーナにて、史上最大級のヨット
フェスティバル「ENJOY 海KANAGAWA」を開催

局長評価

第３四半期

史上最大級のヨット
フェスティバル「ENJOY 海KANAGAWA」を開催
（平成28年10月8、9日）

県庁全体が政策形成について最大限の力を発揮するよう、
積極的に支援を行った。
また、次の取組をはじめとして、計画的に事業を実施し
た。
・県の科学技術政策の基本的な方向性を示す新たな
「神奈川県科学技術政策大綱」の策定
・メディカル・イノベーションスクールの設立に向け
「メディカル・イノベーションスクール キックオフ
シンポジウム」を開催
・政策研究フォーラム
「『人生１００歳時代の設計図』を考える」を開催
・県西地域において
「ＭＥ-ＢＹＯフェスタ2017春」を開催
第４四半期

「メディカル・イノベーションスクール キックオフシンポジウム」の様子
（平成29年２月３日）

部局横断的な課題に対するクロスファンクションの場の設
定等を通じて、県庁全体の政策形成を積極的に支援した。
また、次の事業をはじめとして、計画的に事業を推進し、
良好に業務運営を行った。
・ライフイノベーションセンターの供用を開始
・『「人生100歳時代の設計図」を考える
キックオフシンポジウム』を開催
・株式会社ブルックスホールディングス及び大井町
と「未病いやしの里センター（仮称）事業に係る
総合評価
連携・協力に関する基本協定」を締結
・地方創生推進会議においてとりまとめた、
「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略
2015年度評価報告書」の完成
・逗子マリーナにて、史上最大級のヨット
フェスティバル「ENJOY 海KANAGAWA」を開催
・県の科学技術政策の基本的な方向性を示す新たな
「神奈川県科学技術政策大綱」の策定
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