
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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

項目 (再)配当額

事業費 137,734,754 22,911,280 21,725,937 31,362,471 34,470,376 21,028,543 131,498,607

維持管理費 794,469 144,050 269,436 188,215 155,734 33,045 790,480

計 138,529,224 23,055,330 21,995,373 31,550,686 34,626,110 21,061,588 132,289,087

2,185,127 1,479,506 2,262,367 1,425,687 7,352,687

25,240,457 23,474,883 33,813,054 36,051,797 21,061,588 139,641,779

Ⅲ　職員配置状況
４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

688 699 702 701

267 278 281 282

955 977 983 983

（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
常勤職員

区分

上記以外の職員

計（人）

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 県民局

人件費計（注１）

支出済額

　１　総務室
　　　局所管行政の企画・調整、局内職員の人事、局内予算の経理
　　に関する事務を行っています。

　２　くらし県民部
　　　人権行政及び男女共同参画社会の形成、県民との対話行政の
　　推進、ボランタリー団体等との協働推進、文化事業の推進、
　　多文化共生の地域社会づくり、消費者被害の未然防止に関する
    事務などを行っています。

　３　次世代育成部
　　　次世代育成支援対策の推進、児童虐待の防止対策の推進、
　　青少年の健全育成の推進、私立学校の学事一般に関する業務
　　などを行っています。

計

事
業
経
費

かながわキンタロウ



Ⅳ　業務実施状況

１　総務室

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

２　くらし県民部

（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

234校 － － 144校 －

－ － － － 123校

31大学 2大学 6大学 18大学 5大学

－ 2大学 4大学 3大学 2大学

（２）集会広聴実施状況
  　ア　“対話の広場”Live神奈川開催回数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3回 - - 3 -

3回 - 2 1 -

　　イ　“対話の広場”Live神奈川来場者アンケート「大変よかった」「よかった」の割合　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

90.0% - - 89.3 -

90.0% - 83.5 94.9 -

クロスファンクションの機
能を活かし、職員の提案等
を反映した政策立案・予算
編成

・全庁横断的な政策課題について、局内の若手・中堅職員による意見交換
を実施

・政策課題の議論の参考とするため、局内の若手・中堅職員による意見交
換を実施

・平成29年度当初予算編成に向けて、政策的に重要性、緊急性が高い事業
について、「アグレッシブ県民局枠」を設定し、優先的に上乗せ配分を行
う局の予算編成方針を策定（10月）

・「アグレッシブ県民局枠」として平成29年度当初に15事業、計14,453千
円を予算化
・職員提案制度における県民局関係の提案について、妥当性、実現可能性
等を検討した結果、２件が採択され、施策化・実現化を進めることに決定

明るく風通しのよい職場づ
くり

・所属長会議で、各所属の課題や重点項目について情報共有を図った。
・グループを単位としたミーティングを毎朝実施

・グループを単位としたミーティングを毎朝実施
・出先機関へのふらっとミーティングを実施（７月５回、８月５回）

開催回数 3

項目 年間目標
               実績回数　　　                       　　(単位：％)

平均

（前年度実績） 3

・グループを単位としたミーティングを毎朝実施
・夕方からもグループを単位としたミーティングを実施（12月～）

項目 実績・進捗状況

・グループを単位としたミーティングを毎朝実施
・時間外勤務の削減の一環として業務把握のため、夕方からもグループを
単位としたミーティングを実施
・出先機関へのふらっとミーティングを実施（１月２回、２月２回）

累計

　　　　男女協同参画社会の実現に向けて、若者が自ら人生をデザインする力を育てるため、男女協
　　　同参画の視点によるライフキャリア教育の取組みをさらに進めます。

項目 年間目標
実績回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：回)

「大変よかっ
た」「良かっ
た」の割合

89.3

（前年度実績） 89.3

項目 年間目標
実績数

累計

ア　高校２年生
向け副読本の授
業等実施数

144校

（前年度実績） 123校

イ　出前講座等
を活用した授業
案活用大学の拡
大

31大学

（前年度実績） 11大学



（３）ＮＰＯへの寄付者に対する優遇税制の推進事業の実施状況
　　   寄付者が税制上の優遇を受けられるＮＰＯ法人数(累計数)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

147 127 127 134 134

127 109 114 122 127

いいにゃクリエイター　かにゃお

（４）多様な主体による協働の促進事業実施状況
　　　県のマッチング事業により実施したＮＰＯと企業・大学等との協働事業数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

27 12 6 12 9

23 9 4 8 4

（５）施設利用状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

152,000 41,205 45,318 41,654 42,522

4,500 1,736 1,466 1,267 1,166

168,000 43,737 40,413 41,952 37,301

324,500 86,678 87,197 84,873 80,989

240,000 63,155 60,625 59,474 65,387

77,000 22,044 19,703 18,751 18,980

24,000 4,759 7,800 8,995 12,249

341,000 89,958 88,128 87,220 96,616

665,500 176,636 175,325 172,093 177,605

652,000 172,249 171,758 170,708 159,900

展示場 33,803

一般利用者計 361,922

248,641

ホール 79,478

項目
年間目標
（計画）

実績数値　　　　　　　　　　　（単位：法人数）　

累計

法人数 134

（前年度実績）

（前年度実績） 674,615

協働事業数 39

（前年度実績） 25

項目
年間目標
（計画）

累計数値　　　　　　　　　　　（単位：法人数）　

累計

127

累計

利用者数計 701,659

　　　　ボランティア活動者向けにボランティアサロン、パソコン・相談コーナー、ミーティングルーム
　　　の貸出を、一般県民向けに会議室、ホール、展示場の貸出を行います。

170,699

パソコン・相談コーナー 5,635

ミーティングルーム 163,403

項目
年間目標
(計画人数)

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

ボランティアサロン

ボランティア利用者数計 339,737

会議室



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

79,325 13,342 15,376 18,339 10,851 981 58,889

13,645 2,723 2,979 2,526 2,345 △ 252 10,321

4,000 0 0 0 4,000 0 4,000

7,200 0 2,090 0 5,110 0 7,200

104,170 16,065 20,445 20,865 22,306 729 80,410

92,649 19,357 21,423 26,716 18,505 △ 2,644 83,357

（７）伝統芸能ワークショップの参加人数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

1,200 0 593 477 57 1,127

1,200 242 385 440 47 1,114

（８）マグカル・ポータルサイトのアクセス件数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

350,000件 69,353 75,067 66,410 86,261 297,091

（前年度実績） 300,000件 85,216 84,712 95,894 89,400 355,222

（９）インターネット放送による放送回数　留学生自身が神奈川の魅力を国内外に発信　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

10 2 3 3 10 18

6 0 2 1 3 6

実績数　　　　（単位：回）

項目

アクセス件数

年間目標
（計画）

実績　　　　（単位：件）

項目

放送回数

（前年度実績）

　　ボランタリー団体等が行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動に
　対して財政的な支援を行います。

ボランタリー活動補助金

ボランタリー活動奨励賞

目標回数

ボランタリー団体成長支援事業

計

（前年度実績）

利用者数

（前年度実績）

　　　文化芸術人材の育成、確保を図るため、青少年を対象としたワークショップを開催します。
　　【ワークショップの内容】
　　　県内高校での相模人形芝居学校交流ワークショップや、日舞を通して和の作法を体験する小
　　中学生向けワークショップを開催します。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

協働事業負担金

（６）かながわボランタリー活動推進基金２１事業実施状況（数字で表せるもの）

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　(単位：人)

　　　県内のイベントや公演情報などを総合的に広報するポータルサイトへの、アクセス件数の増加に取
　  り組みます。

    【インターネット放送】
      動画、音声などのデータをインターネットを通じて放送するサービス。留学生ＭＣ等による神奈川
    の観光、大学、企業等をテーマにしたスタジオでの生配信や、留学生が取材した県内の観光地等を短
    い動画に編集し、配信している。



（10）かなファンステーションの利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

7,300 1,804 2,193 1,467 1,696 7,160

6,200 1,686 2,177 1,353 1,715 6,931

かなファンステーションの利用者数（累計）

（11）消費者被害を未然に防止するための出前講座の開催

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計
150以上 34 30 46 23 133

150 34 44 44 33 155

項目

利用者数

（前年度実績）

目標人数
  実績人数　　　　（単位：人）

http://www.pref.kanagawa.jp/evt/p446229.html

　 県が無料で講師を派遣し、講座を開催いたしますので、グループ活動や社内研修、学校などで是非
ご利用ください。

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

実績回数（単位：回）

開催回数

参考：消費生活出前講座のご案内

    【かなファンステーション】
      外国人留学生等に対する支援の拠点。
　　外国人留学生及びその留学生を支援する個人・団体が実際に集い、
　　交流を深めるためのスペースや各種支援情報等を提供している。

　 学校、地域等の多様な主体と連携して、悪質商法の手口等を消費者に伝えるため、各種出前講座を
実施します。

http://www.pref.kanagawa.jp/evt/p446229.html


（12）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

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

「かながわ女性の活躍応援団」のムーブメント拡大

第19期消費生活審議会（平成28年８月３日開催）
において、条例見直しの検討を開始しました。

第19期第２回消費生活審議会(平成28年10月12日開
催）において条例の見直しについての検討を進
め、同第３回審議会(平成28年11月28日開催）にお
いて条例見直しの論点を整理しました。

第19期第４回消費生活審議会(平成29年３月23日開
催）において神奈川県消費生活条例改正の基本的
考え方について諮問しました。

神奈川県消費生活条例の見直しに向けた検討

特定商取引法改正内容の情報収集、社会状況の変
動を踏まえた現行規定の課題整理、他県の状況の
把握等を行い、条例の見直しの論点について検討
しました。

新規応援団員候補者の選考及び参加依頼
平成28年度実施取組みの準備

シンポジウム開催、啓発講座の実施、ポスター及
び取組紹介冊子の制作・配布、女性の活躍応援サ
ポーター制度スタート（募集開始）

啓発講座の実施、女性の活躍応援サポーターの募
集・登録、平成29年度取組みの検討・準備

実績・進捗状況項目

新団員参加の記者発表、全体会議開催、取組紹介
冊子制作準備及び取材、シンポジウム開催準備



３　次世代育成部

（１）かながわ子育て応援パスポート登録家庭数及び協力施設数 （数字で表せるもの）

　　　子育て応援パスポートを通じて、子育て応援の取組みを推進します。 ※年間目標、実績件数は累計数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

- 35,864 37,434 38,842 40,473 40,473

- 31,107 32,358 33,424 34,350 34,350

2,350 2,731 2,786 2,807 3,227 3,227

2,500 2,065 2,068 2,111 2,516 2,516

（２）子ども・子育て支援給付費負担金の交付状況（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 出納整理期間 累計

25,578,991 0 6,064,089 6,060,201 6,060,298 7,352,891 25,537,479

21,810,893 0 10,880,998 0 5,140,827 5,658,554 21,680,379

（前年度実績）

（前年度実績）

協力施設数

年間目標
（計画）

　　　　　交付実績　　　　　（単位：千円）

　　　一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与するため、保育所、
　　幼稚園及び認定こども園や小規模保育、家庭的保育などの給付費の一部を市町村に対して
　　交付します。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　（単位：家庭数、施設数）　　　

登録家庭数

（前年度実績）

項目

子ども・子育て支
援給付費負担金

まち・ひと・しごと

創生総合戦略

の目標数値と一致



（３）里親登録数・委託率（数字で表せるもの）

　　　里親は、親の病気や離婚、虐待等さまざまな事情により家庭で生活できなくなった児童

　　のために里親の家庭を提供し、愛情と理解をもって児童を育てる制度です。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

20 5 6 11

15 13 7 20

※児童福祉審議会(施設里親部会)での審査を経て決定（11月、２月開催予定)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

- 72 83 85 90 92

- 55 56 63 64 62

- 505 522 531 544 499

13.0% 11.4% 12.6% 12.5% 12.9% 14.1%

（４）恋カナ！プロジェクト（数字で表せるもの）

　 　結婚を希望する者がその希望を実現できるよう、市町村や民間等における結婚支援を

　 推進するとともに、結婚に向けた機運の醸成を図る。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

400 0 0 511 347 858

320 0 0 74 171 245

120,000 12,626 10,053 21,929 23,907 66,527

恋カナツアー参加者実績数

恋カナサイトアクセス実績数

恋カナフェア参加者実績数

乳児院措置児童数(b)

児童養護施設措置児童数(c)

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

新規里親登録数

　　   実績数・委託率　　（単位：人・％）　

里親委託率(a/(a＋b＋c))

項目
年間目標
(計画)

実績

恋カナフェア参加者数

恋カナツアー参加者数

恋カナサイトアクセス数

里親委託児童数(a)

項目 年間目標 前年度末実績

実績数　　（単位：人）　

グランドデザインの

数値目標と一致



（５）県西部・県央地域若者サポートステーション（数字で表せるもの）

　　  ニート等の若者を対象に、社会的自立に向けた支援事業を実施します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

240 70 60 62 59 251

220 29 76 77 47 229

（６）子ども・若者総合相談事業（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 累計

4,000 1,147 1,116 1,121 1,150 4,534

－ 1,319 1,222 1,076 1,029 4,646

（７）学校演劇の振興を通じた児童･生徒への支援

参考：学校演劇交流フェスティバル実績中「第１部」は中高生の演劇発表会、「第２部」はシンポジウム

年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　（単位：人数）

相談件数

(前年度実績)

項目

年間目標
（計画）

実績

県西部・県央地域若者サポートステーション就職者実績数

就職者数

項目

(前年度実績)

　　  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
    実施します。

　　  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
    に支援します。　　　　※　実績欄の（　）の数字は前年度実績です。

神奈川ラン

(ランちゃん)

第1部 第1部

― - 99.0 (100.0) ― - ― - 99.0 (100.0)

第2部 第2部

― - 89.5 (88.0) ― - ― - 89.5 (88.0)

― - ― (7) ― - 8 - 8 (7)

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%

演劇部お助け講座
の実施回数

8回

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



（８）経常費補助金の交付状況（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 出納整理期間 計

813 720 1 75 10 0 806

44,806,109 23,749,920 9,760 19,539,450 1,007,469 0 44,306,599

（９）就学支援金および生徒学費補助金の交付状況（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 出納整理期間 計

45,786 36,595 0 0 920 0 37,515

6,228,317 6,239,524 615 △ 36,732 6,208 △ 5,718 6,203,897

24,357 0 24,550 0 234 △ 1 24,783

3,426,094 0 3,394,342 0 17,004 △ 2,887 3,408,459

（10）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

年間目標
(計画校数)

交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

学校数（校）

項目

　　  教育条件の維持向上、修学上の経済的負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図るため、
　　私立学校の経常的な経費に対して、補助金を交付しています。

交付決定額(千円)

生徒学費補助対象者数(人)

交付決定額(千円)

（参考）生徒学費補助金の交付額の推移表

交付決定額

　　  家庭の教育費負担の軽減を図り、進路選択の幅を広げるため、高等学校等就学支援金及び
　　生徒学費補助金を交付しています。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

高校生や大学生が委員として参加する「かながわ
子どもの貧困対策会議」を開催し、子どもの貧困
に関する講演会の開催や、ひとり親家庭向けの
ポータルサイト設置等について協議を行った。ま
た、子どもの貧困対策推進部会を開催し、局間連
携等による新たな取組みに向けて検討を行った。

子どもの貧困に対する理解を深めるために、高校
生や大学生からなる子ども部会発案企画による
「フォーラム＆ワークショップ」を開催した。

子どもの貧困対策推進部会及び子どもの貧困対策
県市町村連絡会議を開催し、来年度に向けた取組
みや相談体制の強化等について検討を行った。ま
た、「神奈川県ひとり親家庭アンケート・ヒアリ
ング」の結果をとりまとめ、ひとり親家庭の生活
困窮の実態把握に努めた。

かながわ子どもの貧困対策会議を開催し今年度の
取り組みについて情報共有を行うと共に、子ども
部会を開催し、政策提案について検討を行った。
また、ひとり親家庭を対象としたポータルサイト
「カナ・カモミール」を開設した。

項目

　子どもの貧困の連鎖を断ち切るために、平成26年
度に策定した「神奈川県子どもの貧困対策推進計
画」を着実に推進する。

実績・進捗状況

就学支援金対象者数(人)



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　　

【総務室】
　年度当初から局内の業務運営をスムーズに行うために、所属長会
議を開催して局内各所属と情報共有を図るなど、各業務を実施し
た。
　会計事務においては、局内での打合せ会を通して今後予想される
事務への対応等を説明し、円滑な事務処理に役立てた。
　
【くらし県民部】
　ライフキャリア教育に関しては、教材開発を進めるとともに県内
の大学に出前講座の開催の働きかけを積極的に行った。
　また、ＮＰＯへの理解を深めるため、ＮＰＯを取材して発信する
「市民レポーター」を６月に公募するとともに、ホームページ「か
にゃさんぽ」では、防災マップの作成や交通安全教室を開催するな
どＣＳＲに力を入れている企業を紹介した。
　多文化共生社会の実現に向けては、５月に地球市民かながわプラ
ザにおいて「あーすフェスタ2016」を開催し、異なる国籍や文化を
持つ県民が互いを理解する機会を作ることができた。
　さらに、消費者被害未然防止の取組みについては、年度当初から
積極的に出前講座の周知を図ったところ、前年度程度の開催実績と
なるなど、くらし県民部の各事業は概ね目標や計画に沿って進行し
ている。

【次世代育成部】
  子ども・子育て支援については、子育て応援パスポートへの登録
促進等や保育人材の確保・育成、児童福祉施設の指導監査実施計画
の作成を行った。子どもの貧困対策については、新たに高校生・大
学生が参加する「かながわ子どもの貧困対策会議」の開催や庁内局
間連携による取組みを検討し、児童自立支援拠点については、新築
工事及び開所に向けた関係機関との調整等を進めた。
　また、虐待通告への的確な対応のほか、困難を有する子ども・若
者への就職支援、私立学校への支援、結婚支援事業「恋カナ！プロ
ジェクト」の準備を行うなど、次世代育成部では、新規・重点事業
に着実に取り組み、概ね目標や計画に沿って業務を行うことができ
た。

　平成29年４月に開所する児童自立支援拠点整備の
着実な実現に向けた取組みを推進する。

ハード面では、昨年度に引き続き本体施設の新築
工事を実施した。
ソフト面では、関係機関と学校教育、医療、職員
体制等について調整を行い、開設に伴う業務の準
備を進めた。

引き続き本体施設の新築工事の実施、及び関係機
関と学校教育、医療、職員体制等について調整を
行い、開設に伴う業務の準備を着実に進めた。

第１・四半期

引き続き新築工事の実施及び関係各所と調整を進
めた。また、名称を「子ども自立生活支援セン
ター」とすることとし、設置に伴う条例案も可決
された。

２月17日に新築工事が完了し、３月４日に竣工
式、内覧会を実施した。また、中里学園・ひばり
が丘学園からの移転も年度内に完了し、無事開所
を迎えることができた。

局長評価



第２・四半期

【総務室】
　議論する場を設け活発な意見交換を行う手法を取り入れた局研修
や政策課題検討など、各事業を実施した。
　会計事務においては、出先機関に対して工事等の入札事務に関す
る研修を実施した。また、局内での打合せ会を通して今後予想され
る事務への対応等を説明し、円滑な事務処理に役立てた。

【くらし県民部】
　知事と県民が直接意見交換を行う「対話の広場」については、開
催に向けた準備を進め、ライフキャリア教育では、大学生向け及び
高校生向け啓発冊子等の作成・配布を行うとともに、大学における
出前講座の調整や開催を行った。
　文化推進事業では、今年度から全国に募集を拡大した県美術展や
伝統文化を新しい発想で活用し、現代を生きる文化芸術として再発
信する「カナガワ　リ・古典プロジェクト」を小田原市で開催する
などの取組みを進め、国際交流の推進については、８月に韓国・京
畿道に青少年スポーツ選手団を派遣し、本県と中国・遼寧省、韓
国・京畿道とのスポーツ交流を通し、相互理解を深め、国際性豊か
な青少年の人材育成を図った。
　また、消費者被害未然防止のためのホームページアクセス件数
は、前年同期比で約26％増加したほか、消費者市民社会の形成に向
けた啓発イベント（エシカルトーク）を初めて開催し好評を得るな
ど、その他の事業についても、概ね目標や計画に沿って業務を行う
ことができた。

【次世代育成部】
　子育て支援の機運の醸成に取り組み、子育て応援パスポートへの
登録数、協力施設数とも、前年同時期より増加に繋げることができ
た。
　「青少年の非行・被害防止全国強調月間」である7月には、喫緊の
課題であるインターネット利用をテーマに、「青少年の健全育成を
進める県民大会」を開催し、600名を超える参加者を得た。
　また、「改正児童福祉法」の施行に向け、児童相談所の体制強化
などの検討を行うとともに、虐待通告への対応を行った。
 その他、各種手当や補助金等の支給など適切に業務を進め、概ね目
標や計画に沿った取組みを行うことができた。

局長評価



【総務室】
　来年度に向けた予算編成作業において局内及び局外各所属との調
整等に努めた。
　会計事務においては、マイナンバー取扱への対応や、引き続き不
適正処理を防止するため、局内での打合せ会等を通して情報共有を
図った。
　また、時間外勤務の削減に向けて取り組んだ。

【くらし県民部】
　くらし県民部では、「対話の広場」Live神奈川を開催し、来場者
満足度も概ね目標を達成することができた。ライフキャリア教育に
ついては、ロールモデル事例集の作成・配布を行うとともに、視聴
覚教材の導入編を作成し、大学に周知した。さらに、「かながわ女
性の活躍応援団」ムーヴメント拡大シンポジウムなどを通じて、男
女共同参画社会の推進に努めた。
　また、ホームページ「かにゃさんぽ」を通じ、伊勢原市と協働し
て、読書の楽しさを伝える活動を行うＮＰＯ法人を紹介した。
　国際交流の推進については、10月に「ベトナムフェスタin神奈
川」を開催し、ベトナムとの交流イベントを通じ、文化、食、観光
等幅広い分野においてベトナムに対する理解と本県からの国際協力
の促進を図った。
　文化推進事業では、第65回文化賞・スポーツ賞贈呈式や、本庁舎
前での高校生ダンスバトル全国大会、相模人形芝居学校交流ワーク
ショップの開催など、取組みを着実に進めた。
　また、消費者被害未然防止のためのホームページアクセス件数
は、前年同期比で約34％（約１万24件）増加したほか、消費者被害
の発注を未然に防ぐ出前講座の申し込みも前年度を上回っている。
さらに、消費者市民社会の形成に向けた啓発イベント(エシカルトー
ク？かながわ×フェアトレード)を県西地域で実施し、好評を得るな
ど、その他の事業についても、概ね目標や計画に沿って業務を行う
ことができた。
　
【次世代育成部】
　次世代育成部では、保育士・保育所支援センターの出張相談会
や、子育て支援員研修等を順調に実施し、子ども・子育て支援人材
の確保・育成を充実することができた。
　また、恋カナ！プロジェクトを本格稼働し、結婚に向けた一歩を
応援するイベントとして、500名を超える参加者を得て、恋カナフェ
アを開催した。さらに、母子家庭等の福祉の増進を図るとともに、
虐待通告への対応や施設入所児童の処遇の改善に取り組んだほか、
各種手当や補助金等の支給に関する業務を適切に進め、概ね目標や
計画に沿った取組みを行うことができた。

第３・四半期

局長評価



第４・四半期

【総務室】
　朝夕ミーティングによる業務把握を行うなど、時間外勤務の削減
に向けて更に取組を進めた。
　議会対応や予算事務、経理事務、各種局内調整等において、各所
属と連絡を密に取り、年度末及び新年度に向けて各業務を実施し
た。
　また、局内の円滑な運営を心がけ、各グループ業務に取り組ん
だ。
【くらし県民部】
　くらし県民部では、人権啓発の新たな取組みとして、湘南ベル
マーレと連携・協力した人権啓発活動を「ベルマーレワンダーラン
ド」において実施した。特にヘイトスピーチの解消及び多文化共生
に関する啓発活動を、横浜FC（サッカー）、横浜ビー・コルセアー
ズ（バスケット）、Y.S.C.C.横浜（サッカー）とも連携して実施す
るなど、スポーツを通じた幅広い啓発活動を行ったほか、「かなが
わ女性の活躍応援団啓発講座」、「女性管理職育成セミナー」、
「男性セミナー」等を通じて男女共同参画社会の推進に努めた。
　また、ＮＰＯ支援のため、年間を通じパートナーシップ支援事業
として実施した「パートナーシップミーティング」及び「スタディ
ツアー」についての成果共有会を開催するとともに、職員交流事業
について、本県の友好交流先である韓国・京畿道へ昨年６月より派
遣していた友好交流職員が、10箇月間の交流期間を無事に終了し
た。
　パスポートの申請件数及び交付件数は引き続き前年度と比べて増
加しているが、適切に業務を遂行した。
　文化推進事業については、マグカルの一環として、地元の伝説や
民話等を題材に盛り込んだ「地劇」ミュージカルの公開コンペを開
催するなど、新たな試みにも積極的に取り組みました。
　さらに、消費者被害の消費生活審議会において、神奈川県消費生
活条例改正の基本的考え方について諮問するなど、その他の事業に
ついても、概ね目標や計画に沿った取組みを行うことができた。
【次世代育成部】
　次世代育成部では、子育て初心者の父親への支援として、かなが
わパパ応援ウェブサイト「パパノミカタ」を開設するとともに、子
育て応援の取組みである「かながわ子育て応援パスポート」につい
て、協力施設数を大幅に増やすことができた。
　また、恋カナ！プロジェクトについては、結婚に向けた機運の醸
成を図るイベントとして、恋カナフェアや恋カナツアーを計画どお
り実施し、多くの参加者を得た。
　前年度、開所準備を進めた子ども自立生活支援センターについて
は、無事開所を迎えるとともに、虐待通告への対応や施設入所児童
の処遇の改善に取り組んだほか、各種手当や補助金等の支給に関す
る業務を適切に進め、概ね目標や計画に沿った取組みを行うことが
できた。

局長評価



連絡先（電話番号） 県民局総務室経理グループ　牧野(内線3624)

局長評価

総合評価

【総務室】
　毎朝のミーティングを活用して業務の進捗状況等の情報共有を行
うよう各所属に徹底することなどにより、事務の効率化や事故防止
を図った。また、後半は働き方改革を推進するため、県民局での取
組を設定し、時間外勤務の削減に努めた。
　政策課題、議会など局内各所属の取りまとめを円滑に行った。ま
た、政策的に重要性、緊急性が高い事業について、優先的に上乗せ
配分を行う局の予算編成方針を策定し、平成29年度予算を取りまと
めた。
　会計事務については、年間を通して経理事務に携わる職員の研修
を行い、財務・経理の基礎知識の定着化を図ることにより、適切な
執行に努めた。また、出納整理期間中には各所属の執行状況を把握
し、平成28年度の事務処理を行った。

【くらし県民部】
　くらし県民部では、人権啓発事業において、ヘイトスピーチの解
消などの新しい人権に対処した啓発活動に積極的に取り組み、ス
ポーツイベント等を通じて広く県民の方々にアピールすることがで
きた。
　ライフキャリア教育事業については、大学への取組みが順調に進
んできている一方、高校への普及拡大が思ったように伸びず、今後
の課題と認識している。
　男女共同参画社会の実現に向けた「かながわ女性の活躍応援団」
については、10名の新団員（計21名）を迎えるとともに、シンポジ
ウムや啓発講座の開催、取組紹介冊子やＨＰによるＰＲなどを通じ
た意識改革の促進を行い、女性の活躍を応援する社会的ムーブメン
トの拡大を推進した。
　文化推進事業では、かながわ文化芸術振興計画の重点施策に位置
付けた事業展開に精力的に取り組んだ。
　平成28年度におけるパスポートの申請件数及び交付件数、ホーム
ページのアクセス件数は前年度と比べて大幅に増加した。
　消費者行政の施策では消費者市民社会の形成に向けた啓発イベン
トを初めて実施し、事業者や団体等と連携して、多数の参加者から
好評を得ました。また、ホームページアクセス件数について前年度
に比べ約21%（33,051件）の増となった。
　その他の事業についても、概ね目標や計画に沿った取組みを行う
ことができた一年であった。

【次世代育成部】
　次世代育成部では、かながわパパ応援ウェブサイト「パパノミカ
タ」（かながわ版父子手帳）の開設など、子育て支援の機運の醸成
に引き続き取り組むとともに、子育て支援員研修を開始するなど、
子ども・子育て支援人材の確保・育成のための研修事業を充実し
た。
　また、改正児童福祉法への対応、子ども自立生活支援センターの
整備、児童相談や虐待通告への対応、子どもの貧困対策の推進、結
婚に向けた機運を高める取組である「恋カナ！プロジェクト」の実
施、私立学校への支援など、概ね目標や計画に沿った成果を上げる
ことができた。


