
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 19,093,225 1,702,529 2,315,884 2,788,704 9,853,043 1,230,573 17,890,729

維持管理費 724,167 59,882 190,644 168,933 199,359 94,795 713,611

計 19,817,392 1,762,411 2,506,526 2,957,636 10,052,401 1,325,370 18,604,342

1,863,019 1,226,768 1,904,760 1,259,467 6,254,011

3,625,429 3,733,294 4,862,392 11,311,868 1,325,370 24,858,354

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

609 622 620 621

122 122 122 124

731 744 742 745

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 産業労働局

事
業
経
費

（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。

常勤職員

区分

支出済額

計（人）

配置職員数

人件費（注１）

合計

上記以外の職員

産業労働局長の楯岡です。

産業労働局は、主に次の仕事をしています。

１ 産業部

工業の振興、新産業振興施策の推進、国内外の企業誘致の促進、再生

可能エネルギーの導入の促進に関する事務などを行っています。

２ 中小企業部

中小企業・小規模企業活性化推進計画の推進、商業及びサービス業の

振興、中小企業金融に関する事務などを行っています。

３ 観光部

国内観光及び国際観光の振興に関する事務などを行っています。

４ 労働部

労使関係の安定の促進、仕事と生活の調和、若年者、中高年齢者及び

障がい者の就業支援、技術及び技能人材の育成に関する事務などを行っ

ています。

かなたび君

すくすクン



Ⅳ　業務実施状況

　１　産業部

ア　成長産業の創出・育成

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50 6 2 12 23

44 6 7 16 11

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

80 68 70 73 77

－ 60 64 68 68

イ　国内外の企業の誘致

　（ア）新たな企業誘致施策「セレクト神奈川１００」を推進し、積極的な産業の集積

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

25以上 2 2 5 13 22

25以上 4 4 5 12 25

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

210 64 50 78 25

200 44 85 66 64

（2）水素エネルギーの導入促進

　　　燃料電池自動車、水素ステーション等の導入促進や普及啓発など、水素エネルギーを日常の生活

　　や産業活動で利活用する「水素社会」の実現に向けた取組みの推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

70 14 27 28 0 69

32 16 6 5 5 32

（3）蓄電池の導入促進

　　　太陽光発電設備と併せて蓄電池を導入する事業を補助し、電力系統などに頼らない、エネル

　　ギー自立型の住宅・ビルの実現

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

110 23 105 6 2 136

【かながわグランドデザイン　プロジェクト　No.６　産業創出、プロジェクトNo.7　海外展開】
　　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=44

実証実験
実施件数

43

（前年度実績） 40

注「かながわグランドデザイン」では、目標を累計値で記載しているため、上記の年間目標とは一致しません。

　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、プロジェクトで数値目標の一つとなっている項目についてはその旨表記しています。

項目 年間目標
（計画件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

項目
年間目標
（計画）

誘致件数　　　　　　　（単位：件）　

燃料電池自動車
の導入支援台数

（前年度実績）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

  （イ）県内企業の海外進出や投資・取引の拡大、外国企業との技術連携などの促進により、県
       内経済を活性化

項目

（1）成長産業の創出・育成及び企業誘致などによる地域経済の活性化

項目 年間目標
（計画件数）

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　№６　産業創出】
　　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=44

   （ア）「さがみロボット産業特区」において、生活支援ロボットの実用化を促進するため、実証実験
　　   等を実施

   （イ）「さがみロボット産業特区」の取組への参加などによる中小企業の活性化

県外・国外から立地する
事業所の誘致件数

県が実施する開
発・実証に参加し
ている特区内の中
小企業数（累計）

77

（前年度実績・累計） 68

（前年度実績）

支援件数　　　　　　　　　　　（単位：件）

累計

項目
年間目標
（計画）

実績台数　　　　　　（単位：台）

海外展開を希望す
る県内企業への個
別支援件数

217

（前年度実績） 259

年間目標
（計画）

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　（単位：件）

蓄電池の
導入支援件数

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44


（4）ＺＥＢやＺＥＨの導入促進

　　　ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）やハウス（ＺＥＨ）の導入事業を補助し、電力系統

　　などに頼らないエネルギー自立型の住宅・ビルの実現

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

151 7 146 2 0 155

104 0 16 41 1 58

（1）中小企業・小規模企業への総合的支援の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

100以上 18 21 11 36

90以上 20 26 18 35

  イ　シルバーベンチャーなどの創出・育成

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

30 0 0 1 16

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

30 7 9 7 3

29 7 16 5 1

３　観光部

（1）戦略的な観光事業の展開

ア　外国人観光客の誘客促進

年間目標
（万人）

実績人数
（万人）

183 231

223

イ　ラグビーワールドカップ2019に向け、体験型・滞在型ツアーの企画・商品化の促進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

400 300 330 370 427

－

ウ　県内の魅力的な周遊ルートなどを紹介する動画を制作し、観光客の誘致を推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

70 48 53 70 88

－

【かながわグランドデザイン　プロジェクト　No.８　観光】
　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=44

項目

年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　（単位：件）

ＺＥＢ、ＺＥＨ
の導入支援件数

  ウ　地域コミュニティの核となる商店街を活性化させるため、地域に存在する様々な資源を活用
    した事業活動を支援

　  外国人観光客の一層の誘客促進のため、徹底した現状分析によりターゲットを明確にし、
  当該国・地域別のニーズにあわせた戦略的な事業の展開

外国人旅行者の訪問者数
(暦年)

（前年実績）(推計値）

承認件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

県の支援に
よる開業数

17

99

　　  シニア層による起業を促進するため、ワークショップや創業スクール等を開催し、併せてレ
    ンタルオフィスを設置することで、起業後の事業展開を支援（目標・実績は産業部と合算）

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

２　中小企業部

  ア　新たな商品やサービスの開発等により経営革新に取り組む県内中小企業の支援を商工会等と
    連携して推進

項目
年間目標
（計画）

承認件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

経営革新計画
の承認件数

項目

86

（前年度実績）

（前年度実績）

映像などのコン
テンツの制作件
数（累計）

88

（前年度実績） 29

県内を周遊するｲ
ﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞﾂｱｰの企
画・商品化件数
（累計）

427

（前年度実績） 285

累計

地域商業ブラン
ド育成などに取
り組む団体数

26

（前年度実績） 29

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　（単位：団体数）

項目

項目
年間目標
（計画）

年間目標
（計画）

制作件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=44


　４　労働部

（1）就業支援の充実と産業人材の育成

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

110 0 34 49 27 110

－ － － － － 92

ア　経済団体等に対して「イクボス」に関する普及啓発を実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

400 404 12 0 0

イ　企業等への「イクボス」の取組拡大に資する情報を継続的に発信

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

14 2 2 6 4

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
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　実績回数　　　　　　　　　　（単位：回）

累計

局長評価

　産業部では、さがみロボット産業特区の実証実験や県内への企業誘致、
水素エネルギーの導入促進など、成長産業の創出・育成や地域経済の活性
化、再生可能エネルギーの導入推進に向けた取組を行った。
　中小企業部では、経営革新計画の承認や商店街を活性化させるための事
業活動の支援など、中小企業・小規模企業への総合的支援を推進した。
　観光部では、体験型・滞在型ツアーの企画・商品化の促進など、誘客促
進に向けた取組を行った。
　労働部では、「イクボス」に関する企業等への働きかけや情報発信など
ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組等を行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んでいる。

　産業部では、海外展開を希望する県内企業への個別支援や、ＺＥＨ、蓄
電池の導入支援などが順調に推移するなど、成長産業の創出・育成や地域
経済の活性化、再生可能エネルギーの導入推進に向けた取組を行った。
　中小企業部では、経営革新計画の承認や商店街を活性化させるための事
業活動の支援など、中小企業・小規模企業への総合的支援を推進した。
　観光部では、映像などのコンテンツの制作など、誘客促進に向けた取組
を行った。
　労働部では、障がい者の就業・定着に向けた企業訪問などの障がい者の
就業支援や、ワークライフバランスの推進に向けた取組を行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んでいる。

　産業部では、さがみロボット産業特区における実証実験件数や、海外展
開を希望する県内企業への個別支援件数などが順調に推移し、成長産業の
創出・育成や地域経済の活性化に向けた取組を行った。
　中小企業部では、経営革新計画の承認や商店街を活性化させるための事
業活動の支援など、中小企業・小規模企業への総合的支援を推進した。
　観光部では、県内の魅力的な周遊ルートなどを紹介する動画の制作や県
内を周遊するインバウンドツアーの企画・商品化などが順調に推移し、誘
客促進に向けた取組を行った。
　労働部では、障がい者の就業・定着に向けた企業訪問や「イクボス」に
関する企業等への情報発信など、障がい者の就業支援やワークライフバラ
ンスの推進に向けた取組を行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んだ。

　産業部では、海外展開を希望する県内企業への個別支援、水素エネル
ギーの導入推進などが順調に推移し、成長産業の創出・育成や地域経済の
活性化、再生可能エネルギーの導入推進に向けた取組を行った。
　中小企業部では、経営革新計画の承認や商店街を活性化させるための事
業活動の支援など、中小企業・小規模企業への総合的支援を推進した。
　観光部では、県内を周遊するインバウンドツアーの企画・商品化など、
誘客促進に向けた取組を行った。
　労働部では、障がい者の就業・定着に向けた企業訪問や「イクボス」に
関する企業等への情報発信など、障がい者の就業支援やワークライフバラ
ンスの推進に向けた取組を行った。
　その他の事業についても、目標の達成に向け、取り組んでいる。

訪問企業数

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）
年間目標項目

（2）「イクボス」を増やすための企業等への働きかけ

（前年度実績）

企業等への
情報発信

14

※上記事業所数は、のべの数字で集計しています。

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　実績事業所数　　　　　　　　　　（単位：回）

累計

経済団体の会員
企業等への働き

かけ
416

ア　障がい者の雇用率を1.91％（H27実績：1.82％）に増やすため、障がい者一人ひ
  とりの特性に応じたきめ細やかな就業・定着支援を推進



総合評価

　産業部では、外国企業の県内誘致件数や蓄電池、ＺＥＨ、ＺＥＢの導入
支援など、競争力の高い産業の創出へ向けた施策を行った。
　中小企業部では、経営革新計画の承認や商店街を活性化させるための事
業活動の支援など、中小企業・小規模企業への総合的支援を推進した。
  観光部では、外国人旅行者の訪問者数や県内を周遊するインバウンドツ
アーの企画・商品化など、戦略的な観光事業を展開した。
　労働部では、障がい者雇用率向上促進のための企業訪問や「イクボス」
に関する普及促進など、就業支援の充実やワークライフバランス促進に向
けた取組みを行った。
　その他の事業も含め、産業・労働施策を着実に推進することができた。


