
第1号様式
所属進行表

局名 部名

環境農政局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　事故防止研修会の実施（数字で表せるもの）

　　環境農政局内の事故防止に向けた研修会を開催し、職員の意識高揚を図り事故防止に努めます。

3 0 3 2 1 6

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期
第４・四半期

3 0 2 0 1 3

２　出先機関への経理事務支援・指導（数字で表せるもの）

9 2 4 3 0 9

所属のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0501/

業務運営進行表

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

所　属
室・課（出先は所属）名

　環境農政局総務室では環境農政局内の内部管理事務を実施しており、環境農政局の所管行政の企画・調整及び重
要事業の進行管理、所属職員の人事及び給与・旅費等の総括、また、局内の経理、所管する土木工事の検査及び技
術管理、工事等指名選定会議及び機種選定会議の調整等、農業協同組合・水産業協同組合・森林組合の検査指導な
どを行っています。

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があり
ます。

総務室

実施箇所数

項目
年間目標
（計画）

実施回数

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期

管理事務関係者会議（7月8日）、危機管理研修（9月3日）、
全体所属長会議における副知事講話（9月13日）

交通事故防止研修（11月27日、29日）
交通事故防止研修(1月24日）

今年度の実施内容

　　不適正な経理執行の防止を図ることを目的として、環境農政局出先機関に対して、経理事務の執行に向けた支
援・指導を行います。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

第４・四半期 累計

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

年間計画額

100 92 92

0

0

100 0 0 0 92 0 92

項目 (再)配当額

事業費 23,554 3,941 5,505 5,249 4,857 1,584 21,135

維持管理費 0

計 23,554 3,941 5,505 5,249 4,857 1,584 21,135

56,602 53,065 53,558 56,084 219,310

3,922 122 3,923 192 8,159

32,292 33,554 65,847

92,817 53,187 91,036 56,277 293,316

13,390 13,390 13,390 13,390 53,560

6,686 6,686 6,686 6,686 26,742

112,892 73,263 111,111 76,352 0 373,618

116,834 78,767 116,360 81,209 1,584 394,753

△ 116,834 △ 78,767△ 116,360 △ 81,117 △ 1,584△ 394,661

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

国庫支出金

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

再任用職員 1 1 1 1
臨時的任用職員 1 1 1 1
非常勤職員 5 5 5 5

計（人） 43 43 43 43

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0501/


第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

17 0 10 7 0 17

３　出先機関への工事等の適正執行に向けた支援・指導（数字で表せるもの）

4 2 2 0 0 4

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

3 0 1 2 0 3

４　協同組合検査実施状況（数字で表せるもの）

25 3 7 8 7 25

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

21 5 7 5 4 21

５　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

（前年度実績）

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

実施箇所数

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

検査組合数

※　平成２５年度は会計局による重点指導事務所を除き実施します。

・工事等の設計に当たって、違算が起こらぬように積算方法等の
支援・指導を主眼に置き実施しました。

・人事異動により経理事務の経験の浅い職員等に対して、執行方
法等の支援・指導を行うことに主眼を置き実施しました。

・検討を行った「ゆるキャラの活用」及び「電子
化・ペーパーレス化の取組」について、11月の政策
会議において知事等にプレゼンテーションを行いま
した。
・プロジェクトチームにおいて、新たなテーマとし
て「環境行政に関すること」及び「農林水産行政に
関すること」について検討を開始しました。

項目

・局内各室課の若手職員から構成されたプロジェク
トチームを５月に立ち上げました。
・「鳥獣被害対策」をテーマに政策提案の検討を行
い、６月に職員提案に応募しました。(全体会議２
回､グループ別検討会議３回実施)

・職員提案に応募した「鳥獣被害対策」について、
７月に知事プレゼンテーションを行った結果、提案
が採択され、施策化に向けて所管課で検討されるこ
ととなりました。
・プロジェクトチームにおいて、新たなテーマとし
て「ゆるキャラの活用」及び「電子化・ペーパーレ
ス化の取組」について検討を行いました。

実績・進捗状況

【若手のアイデアを活用するカルチャーの醸
成】
若手職員のプロジェクトチームによる新規事業
を複数企画又は実施します。

今年度の実施内容

・監査、会計事務検査等で指摘があった項目について改めて注意
喚起を行い、執行方法等の支援・指導を行うことに主眼を置き実
施しました。

・引き続き執行方法等の支援・指導を行うことに主眼を置き実施
しました。
・管理課長等を対象とした会議を開催し、監査指摘事項等の再発
防止を徹底しました。

・年度末・年度始めの業務量の増加に伴い、会計事務の適正執行
について注意喚起を行い、不適正な経理執行の防止を徹底しまし
た。

農業協組　１組合（延べ８日）　水産業協組　２組合（延べ３日）

今年度の実施内容

今年度の実施内容

　　農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合の適正な運営が図られることを目的として、組合に対して検査を
実施します。

　　適正な工事執行を図ることを目的として､環境農政局出先機関に対して､工事等の執行について支援･指導を行
います。

農協 ３組合(延べ36日)、水産協 ４組合(延べ６日)、森組 １組合(延べ１日)

農協 ２組合(延べ21日)、水産協 ３組合(延べ５日)、森組 ２組合(延べ２日)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

・工事等の設計に当たって、違算が起こらぬように積算方法等の
支援・指導を主眼に置き実施しました。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

累計

農協 １組合(延べ13日)、水産協 ４組合(延べ５日)、森組 ２組合(延べ２日)



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

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

045-210-4031

所属長評価

・検討を行った「環境行政に関すること」及び「農
林水産行政に関すること」について、３月の局所属
長会議において局長等にプレゼンテーションを行い
ました。
・職員提案に採択された「鳥獣被害対策」につい
て、提案の一部が予算化され、平成26年度から実施
されることとなりました。

プロジェクトチームで検討した事項を政策会議の開催に合わせてプレゼンテー
ションするとともに、新たなテーマについても検討を開始しました。事故防止
研修会の実施や出先機関への経理事務支援・指導について、年間計画を達成す
るなど、取組方針に基づき、業務を着実に推進しました。

若手職員のプロジェクトチームによる検討内容の「鳥獣被害対策」について、
提案の一部が予算化されるなど、取組方針に基づき、業務を着実に推進しまし
た。また、交通事故研修の実施や経理事務の適正な執行の確保のために、出先
機関等への注意喚起など執行時期の遅延などの防止を図りました。

・若手職員のプロジェクトチームによる新規事業の検討や知事へのプレゼン
テーションの実施により、組織の活性化につながる取組ができました。
・局内の事故防止研修会の開催、経理事務及び工事等の適正執行に向けた出先
機関への支援・指導により内部管理事務の適正執行に努めました。また、協同
組合への検査についても計画どおり実施しました。

経理事務及び工事等の適正執行に向けた出先機関への支援・指導や協同組合へ
の検査については計画どおり進んでいます。また、新たに若手職員のプロジェ
クトチームによる企画や進行管理表による経理事務の相互チェックを開始しま
した。なお、事故防止に向けた研修については、第２四半期以降実施していき
ます。

連絡先（電話番号）

事故防止研修会を開催し、職員への意識付けを行うとともに事故再発防止の徹
底を図りました。職員提案に係る知事へのプレゼンテーションやプロジェクト
チームにおける検討など組織の活性化を進める取組を行いました。経理事務及
び工事等の適正執行に向けた出先機関への支援・指導や協同組合への検査を着
実に実施しました。

【局内本庁各課の執行状況の進行管理】
局内の各課における予算執行の進行管理につい
て、進行管理表により事業課と総務室による相
互チェックを実施します。

・進行管理表を作成し、事業課の執行担当と総務室
経理グループの担当者が相互にチェックを行い、執
行時期の遅延などの防止を図りました。

・事業課の執行担当と総務室経理グループの担当者
が進行管理表による相互にチェックを行い、執行時
期の遅延などの防止を図りました。

・事業課の執行担当と総務室経理グループの担当者
が進行管理表による相互にチェックを行い、執行時
期の遅延などの防止を図りました。

・事業課と総務室の相互チェックについてのアン
ケートを踏まえ、来年度への課題などを洗い出すと
ともに、執行時期の遅延が発生しないよう、進行管
理の徹底に努めました。


