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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　イベント等実施状況（数字で表せるもの） 

　(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)　人権指針の着実な推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

（前年度実績）

イ　出前講座等を活
　用した授業案活用
　大学の拡大

123校

31大学

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagaw
a.jp/div/0216/

所属のホームページ

人権男女共同参画課

室・課（出先機関は所属）名

項目
実績数

（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、各計欄は一致しない場合があります。

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） 11大学

年間目標

業務運営進行表

第１号様式

所属進行

人権男女共同参画課長の千葉です。

人権男女共同参画課では、主に次の仕事をしています。

○ 人権行政や同和対策事業に関する業務

○ 男女共同参画社会の形成に関する業務

○ 売春防止法や女性の保護に関する業務

○ 配偶者からの暴力の防止や被害者の保護に関

する業務

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 15 15 15 15

上記以外の職員 3 3 3 2

計（人） 18 18 18 17

配置職員数

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 288,553 65,030 51,130 68,946 61,366 11,818 258,290

維持管理費 0

計 288,553 65,030 51,130 68,946 61,366 11,818 258,290

45,634 29,162 46,328 31,524 152,648

110,663 80,292 115,275 92,890 11,818 410,938

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0216/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0216/


440人 － － 364人 －

－ － － 314人 －

10,000個 － － 7,032個 2,000個

－ － － 9,300個 450個

２　施設等利用状況（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

21,900人 2,792人 2,519人 2,189人 1,924人

－ 3,070人 3,008人 2,617人 2,472人

女性保護施設利用者延
べ数

9,424人

（前年度実績） 11,167人

9,750個

かながわハートフルフェスタの来場者数

項目 年間見込
実績数

累計

364人

（前年度実績） 314人

イ　Ｊリーグ「湘南
　ベルマーレ」と連
　携協力した人権啓
　発活動の実施（人
　権啓発用物品配布
  数）

9,032個

ア　かながわハート
　フルフェスタの開
　催（来場者数）
　等実施数

（前年度実績）
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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　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

人権メッセージ展の開催

4月27日に神奈川県人権啓発推進会議を開
催し、本年度の開催日を12月3日と4日の2
日間とし、会場を「クイーンズスクエア横
浜　クイーンズサークル」に決定した。
出展団体へのコンタクト及び参加団体説明
会開催通知を送付。

第21回人権メッセージ展委託業者の機種選
定会議を実施し、10月初旬に契約を締結予
定。同時に、協賛・後援企業を募り、チラ
シ・ポスター等広報物の作成に着手。

12月3日(土)・4日(日)の2日間にわたり、
クイーンズスクエア横浜のクイーンズサー
クルにおいて、第21回人権メッセージ展を
開催。今回は2日間の開催であったが、参
加者数は、5日間開催の前回(1,859人)を上
回る、2,357人であった。

第21回人権メッセージ展に寄せられた”人
権メッセージ”を、より多くの県民の方々
に届けるため、冊子「たいせつな宝物～第
21回人権メッセージ展から～」を作成した
（4,000部）。

所属長評価

　ライフキャリア教育の教材開発については、大学関係者を構成
員とする検討委員会（第１回め）を開催し、専門的な意見を聴取
した。また出前講座については、横浜市、川崎市、相模原市と協
力しながら、大学への働きかけを積極的に行った。
　女性保護事業は、適切に業務を遂行している。
  また、人権啓発事業については、より効率的・効果的な啓発活
動となるよう、主な３つの啓発イベントの準備を精力的に進めて
いる。

　人権啓発事業については、主要な３つのイベント（人権メッ
セージ展、ハートフルフェスタ、湘南ベルマーレと連携・協力し
た啓発活動）を無事に開催し、広く一般県民に向けた人権啓発活
動を展開することができた。
 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。
　また、10月には神奈川県男女共同参画審議会の第１回専門部会
を開催し、男女共同参画推進プランの改定に向け、現状及び課題
の分析等を行った。

　前回に引き続き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」において実施するとともに、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うことができた。
　また、１月と３月には、神奈川県男女共同参画審議会の専門部
会及び本体会議を開催し、改定プラン案の構成等について検討を
行った。

　ライフキャリア教育については、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
実施について必要な調整や開催を行った。
　かながわ男女共同参画推進プランについては、７月に男女共同
参画審議会を開催し、平成29年度末の改定に向けて、今後の方向
性を検討した。



総合評価

　
人権・同和グループ
相場（内線3638）

連絡先（電話番号）

所属長評価

　特に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。
　県男女共同参画審議会及び専門部会については、現行プランの
進捗状況や課題、今後の方向性など、平成29年度末に予定されて
いるプランの改定に向け、必要な検討を行うことができた。


