
局名

県民局

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　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　利用者数　

項目

利用者数

（前年度実績）

年間目標
（計画人数）

174,000

業務運営進行表

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

42,846

49,889

49,617

44,568173,000

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（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。

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

182,253

175,285

42,855

39,091

46,935

41,737

所　属
部名

次世代育成部

室・課（出先は所属）名

青少年センター

所属のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0230/

第１号様

所属進行

青少年センターは、青少年の健全な育成を図り、

あわせて県民の教養の向上に資することを目的に設

置され、青少年指導者の育成、科学体験活動の推進、

青少年の自立支援に向けたひきこもり等相談とＮＰ

Ｏ活動への支援、舞台芸術活動の支援などを行って

いる。
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区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 36 38 38 38

上記以外の職員 14 14 14 14

計（人） 50 52 52 52

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 44,692 3,795 34,380 2,442 3,688 386 44,692

維持管理費 162,801 23,174 118,065 8,661 11,123 1,778 162,801

計 207,493 26,969 152,446 11,104 14,811 2,164 207,493

118,622 79,555 123,337 79,330 400,844

145,591 232,001 134,441 94,141 2,164 608,337

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



２　事業実施状況（数字で表せるもの）　　※　実績欄の（　）の数字は前年度実績です。

　①　青少年支援・指導者の育成

　　　地域で青少年の健全育成を進め、社会的自立を手助けする上で中心的役割を果たす青少年支援･

10 (6) 9 (10) 9 (9) 7 (4) 35 (29)

15 (16) 18 (18) 16 (14) 12 (9) 61 (57)

618 (495) 396 (413) 591 (409) 334 (181) 1,939 (1,350)

　②　子ども・若者総合相談事業

　　　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

する。

1,147 (1,319) 1,116 (1,222) 1,121 (1,076) 1,150 (1,029) 4,534 (4,646)

　③　フリースペース等事業費補助金の交付

　　　相談事業を実施するフリースペース等を展開しているＮＰＯに対し、補助金を交付する。

11 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (10)
7,997 (7,549) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7,997 (7,549)

　④　インターネット科学館

　　　講座・イベント案内等、様々な情報をインターネットにより提供する。

7,152 (10,469) 7,839 (10,984) 5,169 (6,122) 4,544 (5,005) 24,704 (32,580)

※　昨年度12月までと集計方法が異なるため、昨年度第3･四半期までの数値は推定値

　⑤　科学体験活動支援

　　　科学に親しむ場の提供を目的に、当センター及び県内各地で科学体験活動支援事業を実施する。

14 (15) 22 (25) 18 (21) 14 (14) 68 (75)

32 (33) 98 (103) 35 (36) 34 (27) 199 (199)
1,821 (1,894) 5,540 (7,069) 6,343 (7,402) 3,140 (3,259) 16,844 (19,624)

　⑥　ホール､多目的プラザ､練習室の各利用

　　　県民に舞台芸術の発表の場としてホール、多目的プラザ、練習室を提供する。

利用日数 230日 57 (53) 66 (62) 64 (55) 59 (59) 246 (229)

利用率 80.0% 79.2 (76.8) 84.6 (81.6) 84.2 (74.3) 83.1 (83.1) 82.8 (79.0)

利用日数 207日 67 (65) 76 (69) 66 (71) 59 (64) 268 (269)

利用率 70.0% 77.9 (82.3) 90.5 (83.1) 82.5 (87.7) 78.7 (86.5) 82.5 (84.9)

利用日数 227日 60 (62) 60 (71) 59 (57) 54 (70) 233 (260)

利用率 70.0% 70.6 (76.5) 68.2 (81.6) 72.0 (76.0) 67.5 (86.4) 69.6 (80.2)

※利用率は、(保守点検等により利用に供せない日を除いた)利用可能日に対する利用のあった日の

　割合

　⑦　マグカル劇場の各公演（マグカルフライデー､マグカルシアター）

　　　若者がいつでも自らの才能を発揮し、有能な人材を発掘する場としてマグカル劇場を開催する。

3 (7) 3 (3) 0 (1) 0 (2) 6 (13)

5 (13) 9 (5) 0 (2) 0 (4) 14 (24)

5 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 16 (14)

21 (15) 17 (17) 22 (25) 21 (38) 81 (95)

事業数 25

開催回数 55

参加者数 1,400

指導者を育成するため研修事業等を実施する。

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

交付決定額　　　　　　　　　　(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
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

団体数 10団体

交付決定額 8,000千円

項目
年間目標
（計画）

相談件数 4,000

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

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

事業数 70

開催回数 180

参加者数 16,000

アクセス人数 44,000

項目
年間目標
（計画）

ホール

多目的
プラザ

練習室

項目
年間目標
（計画）

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

公演数
(マグカルフライ

デー）
13公演

ステージ開催回数 13ステージ

公演数
(マグカルシアター) 14公演

実　　績

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

ステージ開催回数
42ステージ
(1公演3ス
テージ)



　⑧　マグカル・パフォーミングアーツ・アカデミーの実施・運営

　　　マグカル事業の核となる舞台芸術人材を育成するためアカデミーを運営する。

34人 (25人) ― (-) ― (-) ― (-) 34人 (25人)

　⑨　学校演劇の振興を通じた児童･生徒への支援

　　　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

援する。

第1部 第1部

― - 92.0 (100.0) ― - ― - 92.0 (100.0)

第2部 第2部

― - 89.5 (88.0) ― - ― - 89.5 (88.0)

― - ― (7) ― - 8 - 8 (7)

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　　

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

ひきこもりに悩む家族への支援として「ひきこもりを考える家
族セミナー」を綾瀬市と共催で実施。医師、支援者による講
演、体験者の講話などを行い、167名の参加があった。｢ひきこ
もり地域青少年支援フォーラム・個別相談会｣を秦野市、茅ヶ崎
市と共催、県保健福祉事務所、民間団体の協力を得て開催し、
支援者、体験者、家族の講話をおこない、計76名の参加があっ
た。

ひきこもりについての啓発事業として、ひきこもり相談補助員
による「公開ディスカッション」を開催。ひきこもり問題に関
心のある県民を対象に、ひきこもり体験者とのディスカッショ
ンを実施し、92名の参加があった。
「かながわひきこもり支援マップ」を5,000部作成配布。公的相
談機関等137ヶ所に対し、2,000枚を配布し、周知を依頼して広
報・啓発に努めた。

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

塾生数
20人

（募集人数）

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

所属長評価

第１・四半期

当初の計画に従い、各課が順調に第１・四半期の事業をスタートさせた。「ひきこもり」の啓発
事業(講演会）については、「ひきこもり」に対する認知度が向上したためか、昨年度より参加
希望者数が増加した。また、募集人数を超え、今回希望に添えなかった方には藤沢市等で実施す
る事業を紹介するなどの対応を行った。また、６月18日に神奈川工科大学と共催で実施した体験
型科学イベント「科学のひろば」には、過去最高の646名(昨年度362名）もの来場者があり、ア
ンケートの記載でも子ども達の高い満足度がうかがえる内容のものとなった。夏に向けてイベン
ト等の件数が多くなるので、安全に心がけて準備していきたい。

第２・四半期

夏季休暇の時期に合わせて、各課とも様々なイベントや講座の運営に取り組んだ。科学支援課で
は、科学やものづくりの体験ができる「科学の祭典」をはじめとして、98の講座・イベントを実
施し約5,500人の来場者があった。舞台芸術課では古典芸能や演劇、ミュージカル、講座など、
夏の14の事業をまとめ「サマー・マグカル・フェスタ2016」と名づけ、一体的に広報等に取組
み、約6,900人もの来場者があった。また、指導者育成課では、9月25日に「中学生の主張inかな
がわ」発表大会を開催し、県内798人の中から最優秀賞に選ばれた作品が、神奈川県の作品とし
て14年ぶりに関東・甲信越静ブロックの代表として11月13日の全国大会発表者12人のうちの1人
に選ばれるなど、各中学校に対する地道な募集拡大の取組みが実を結ぶこととなった。

第３・四半期

科学部では11月19日、20日に神奈川総合産業高校で、教育局、政策局、産業労働局と協力して
「青少年のためのロボフェスタ2016」を開催した。天候不順にもかかわらず、２日間で3,311人
の来場者があり、アンケート結果でも子ども達の高い満足度がうかがえる内容のものとなった。
来年度も地元に定着した科学イベントとして、関連部局、出展団体と連携して実施していきた
い。また、青少年サポート課では「ひきこもり」関係のフォーラム・相談会、指導者育成課では
「こども食堂」の名づけ親である近藤博子さんの講演会（青少年問題フォーラム）、舞台芸術課
では高校演劇発表会の優秀校による「マグカル・ハイスクール演劇フェスタ」を開催するなど、
それぞれの課が工夫を凝らし、計画的に事業を展開した。

実績・進捗状況

「県民を対象とした普及・啓発事業」

ひきこもりについての啓発事業として、「ひきこもりを考える
講演会」を開催。ひきこもりに関心のある県民を対象に、医師
による講演及び体験者によるフォーラムを行い、93名の参加が
あった。

ひきこもりに悩む家族への支援として「ひきこもりを考える家
族セミナー」を藤沢市と共催で実施。ひきこもりの方を抱える
家族を対象に医師・臨床心理士の講演、体験者の講話などを行
い、208名の参加があった。



連絡先（電話番号） 管理課　田辺（内線2201）

所属長評価

第４・四半期

青少年サポート課では、ひきこもり等の経験のある相談補助員による公開ディスカッションを開
催した。
科学部では、子どもサイエンスフェスティバルを相模原、藤沢、秦野で開催。小学生から大人ま
で楽しめる催しを開催し、1,903人の参加者があった。(12月の逗子市開催分を含めると2,272人
の参加者があった。)
舞台芸術課では、中学生や高校生を対象に「演劇お助け講座」を県内各地で開催し、中学、高校
の演劇部を支援を行い参加校は中学校34校、高校21校で、受講者は生徒361人、教員61人の参加
があった。
また、1月22日(日)には、クロスファンクショナルな取組みとして全館行事である「子どもフェ
スティバル」を開催し近隣住民をはじめ1,060人の一般参加者がありセンターのＰＲに努めた。
さらに、平成29年度は開館55周年に当たることから、検討委員会を設置し、職員提案によるロゴ
マークを策定するとともに、具体的に推進していくこととした。

総合評価

青少年支援・指導者の育成事業においては、自然体験、野外活動、環境学習等の研修を実施し、
多様な体験や遊びの実践をとおして仲間づくりやグループづくりなど、横のつながりを築くこと
ができるきっかけを作った。また子ども・若者総合相談事業においては、ひきこもり、不登校、
非行等の問題に直面している青少年や家族等からの相談に応じるとともに複雑、困難な相談ケー
スについて医師等の専門職を加えた検討会を開催した。科学に親しむ場の提供を目的とした科学
体験やものづくりの講座イベント、作品展等を実施し好評を得た。さらに人形劇などの児童文化
活動の支援や優れた舞台芸術の鑑賞事業、伝統芸能の上演を行い学校演劇の殿堂として中学、高
校生の学校演劇活動を支援するとともにホール、多目的プラザ、練習室を発表の場として提供す
る貸館事業についても目標を上回る成果を達成した。当初の計画に従い、各課がそれぞれの事業
に取り組んだ結果、研修事業、相談、体験活動支援、貸館事業等ほとんどの事業において年間目
標を上回る成果を上げた。


