
局名 部名

スポーツ局 －

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注）常勤職員40人の内、２人は市及び団体への派遣職員です。

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況

　　入館者数　

①スポーツ会館利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

47,000 12,036 11,255 10,480 10,579

47,000 11,771 9,532 10,611 11,187

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

（前年度実績） 43,101

（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。

累計

入館者数 44,350

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/div/
0802/

所属のホームページ

スポーツ課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

スポーツ課長の浦邊です。

スポーツ課では、スポーツの振興を図るため、スポーツに係る指導・助言や、

スポーツ施設の整備・管理、スポーツ指導者の研修、スポーツ関係団体の育

成等に関する事務を行っています。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 36 36 36 36

上記以外の職員 4 4 4 5

計（人） 40 40 40 41

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 627,809 161,950 267,856 102,760 73,672 21,570 627,809

維持管理費 27,559 22,708 1,068 533 3,229 21 27,559

計 655,368 184,658 268,924 103,293 76,901 21,591 655,368

97,028 198,694 99,573 71,146 466,441

281,686 467,618 202,867 148,047 21,591 1,121,809

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



②武道館利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

200,000 61,022 57,664 57,829 47,710

200,000 61,176 57,160 61,830 49,306

③西湘地区体育センター利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

138,000 39,044 27,367 22,268 29,703

135,948 37,341 34,957 36,509 35,766

④相模湖漕艇場利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

18,000 6,559 7,500 3,496 2,708

15,000 5,705 8,832 4,591 2,880

⑤山岳スポーツセンター利用者数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

11,500 3,296 4,401 3,247 1,691

11,400 2,552 3,209 3,063 1,657

２　補助金等執行状況（数字で表せるもの）

　①　国民体育大会等関連事業負担金の交付

　　　国民体育大会へ派遣する本県選手団の派遣経費、選手の競技力向上事業及びメディカルチェック

　　　事業を行う団体に対し応分の負担をしています。

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

252,267 105,000 108,000 30,000 9,267 △ 6,394 245,873

249,048 102,000 106,000 30,000 11,048 △ 8,405 240,643

　②　アスリート育成事業負担金の交付

　　　東京2020オリンピック競技大会において、神奈川育ちのオリンピアンが活躍することを目指し

　　　県ゆかりの有望な若手アスリート及びその指導者に対し育成と強化の支援を行う団体に対し応

　　　の負担をしています。

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

32,000 2,000 30,000 0 0 △ 826 31,174

30,000 0 30,000 0 0 △ 23 29,977

交付決定額

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

入館者数 12,635

（前年度実績） 10,481

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

入館者数 20,263

（前年度実績） 22,008

項目 年間目標
（計画人数） 累計

入館者数 118,382

（前年度実績） 144,573

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

229,472

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

（前年度実績）

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 224,225

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　



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

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

「かながわパラスポーツ」の地域への拡
大

庁舎公開やファミリー・コミュニケーショ
ン・フェスティバル等のイベントでパラス
ポーツの紹介・体験を実施しました。

市町村のイベントで実施されるパラスポーツ
体験会に、競技指導者を派遣しました。

「かながわパラスポーツフェスタ2016」を大
和市、藤沢市（共催）で開催するとともに、
市町村のイベントで実施されるパラスポーツ
体験会に、競技指導者を派遣しました。
また、身近な地域で「かながわパラスポー
ツ」を普及推進する「かながわパラスポーツ
コーディネーター」の養成会を開催しまし
た。

市町村のイベントで実施されるパラスポーツ
体験会に、競技指導者を派遣しました。
また、身近な地域で「かながわパラスポー
ツ」を普及推進する「かながわパラスポーツ
コーディネーター」の養成会を開催するとと
もに、コーディネーターに必要な知識をまと
めた「かながわパラスポーツコーディネー
ターガイドブック」を発行しました。

「ラグビーワールドカップ2019」の成功
に向けた機運の醸成

小田原市及び横浜市（共同開催）で、ラグ
ビーワールドカップの普及啓発イベントを実
施しました。

横浜市（共同開催）の日産スタジアムで、
トップリーグの試合を誘致したほか、小田原
市、厚木市及び横浜市で普及啓発イベントを
実施しました。

横浜市（共同開催）でストリートラグビーを
実施したほか、小田原市や相模原市で普及啓
発イベントを実施しました。

横浜市（共同開催）で決勝戦1000日前イベン
トなど、普及啓発イベントを実施しました。

項目 実績・進捗状況

新たなスポーツ推進計画の策定

新たなスポーツ推進計画について、今年度中
の策定を目指し、６月の平成28年第２回県議
会定例会において報告しました。

新たなスポーツ推進計画の素案を作成し、市
町村や、関係団体に意見を聞くとともに、８
月の神奈川県スポーツ推進審議会、９月の平
成28年第２回県議会定例会において報告しま
した。

新たなスポーツ推進計画の素案について、県
民意見反映手続（パブリック・コメント）を
実施するとともに、修正素案を作成し、12月
の平成28年第３回県議会定例会において報告
しました。

これまでの検討を踏まえ最終案として、平成
29年３月に神奈川県スポーツ推進計画「エン
ジョイ・スポーツ！　かながわプラン」を策
定しました。



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

連絡先（電話番号） 045-285-0795

所属長評価

県民利用施設の利用者数については概ね堅調に推移しました。新たな
スポーツ推進計画の策定作業、ラグビーワールドカップ及びかながわ
パラスポーツ普及啓発イベントを実施しました。今後も目標の達成に
向けて業務を進めてまいります。

県民利用施設の利用者数については概ね堅調に推移しました。今後も
目標の達成に向けて業務を進めてまいります。スポーツ推進計画の策
定については、作業を引き続き取り組んだほか、８月に神奈川県ス
ポーツ推進審議会を開催しました。ラグビーワールドカップ及びかな
がわパラスポーツ普及啓発イベントについても、継続的に実施しまし
た。今後も目標の達成に向けて業務を進めてまいります。

県民利用施設の利用者数については概ね堅調に推移しました。スポー
ツ推進計画の策定については、作業を引き続き取り組みました。ラグ
ビーワールドカップ普及啓発イベントについても、継続的に実施しま
した。かながわパラスポーツについては、新たに「かながわパラス
ポーツコーディネーター」の養成会を開催しました。今後も目標の達
成に向けて業務を進めてまいります。

県民利用施設の利用者数については概ね堅調に推移しました。平成29
年３月に神奈川県スポーツ推進計画「エンジョイ・スポーツ！　かな
がわプラン」を策定しました。ラグビーワールドカップ普及啓発イベ
ントを実施しました。かながわパラスポーツについては、「かながわ
パラスポーツコーディネーターガイドブック」を発行し、今後の事業
展開に活用してまいります。
来年度も目標の達成に向けて業務を進めてまいります。

事業実施や施設運営等について、概ね計画どおり進めることができま
した。１年を振り返って課題を整理し、翌年度の取組みに反映させて
まいります。


