
第1号様式
所属進行表

局名 部名

県土整備局

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　県土整備総合情報システムの推進（数字で表せるもの）

　　情報システムを運用することにより、県土整備局業務（設計積算、許認可、工事施行管理等）の効率化・省力化を図る。

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

― 11,757 17,634 15,932 12,525 4,177 62,025

２　クロスファンクションの推進（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

３　防災対策の推進（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

　県下での大規模地震の発生に備え、災害応急復旧活動等にかかる業務協定を締結している建設業者等と連携した職員の災害発生
時の行動能力の維持・向上を図るため、防災対策の取組を総合的に推進する。

　県行政を推進する際に随時発生する各種政策課題のうち、県土整備局が関係する課題について、スピーディに解決の道筋をつけ
るため、局内外の関係課等と横断的な調整を精力的に進める。

項目
年間目標
（計画）

システム運用費　　　　　　　　　　(単位：千円)

　県土整備総合情報シ
ステムの運用

項目 実績・進捗状況

　随時発生する各種ラウンドテーブルに参画し、横断
的な全庁調整を実施する

　５つのラウンドテーブルに参画し、局内の関係課との意
見調整や全庁調整に取り組んだ。

　12のラウンドテーブルに参画し、局内の関係課との意見
調整や全庁調整に取り組んだ。

　８つのラウンドテーブルに参画し、局内の関係課との意
見調整や全庁調整に取り組んだ。

　６つのラウンドテーブルに参画し、局内の関係課との意
見調整や全庁調整に取り組んだ。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　総務室では、県土整備局の組織及び人事、所管行政の企画及び調整並びに県土整備総合情報システムの推進を行っています。

総務室
所　属

室・課（出先は所属）名

（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。

項目 実績・進捗状況

　局独自の震災対策訓練を参加経験が少ない職員中心
に全所属で実施する

　震災対策訓練で使用することになる県土整備局地震時行
動マニュアル（案）の改訂作業に取り組んだ。

　地震時行動マニュアル（案）を改訂すると同時に、訓練
の充実を図るため震災対策検討会を開催した。

　局独自の震災対策訓練を参加経験が少ない職員中心に全
所属で実施した。

　第３・四半期で完了

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 68,245 12,357 19,365 17,655 13,873 4,388 67,637

維持管理費 0

計 68,245 12,357 19,365 17,655 13,873 4,388 67,637

33,698 31,713 31,292 33,366 130,068

1,966 90 2,003 56 4,116

20,722 21,128 41,850

56,386 31,803 54,423 33,422 176,034

8,390 8,479 8,523 8,523 33,916

4,250 4,272 4,283 4,283 17,089

69,027 44,554 67,229 46,228 0 227,039

81,383 63,919 84,885 60,101 4,388 294,676

△ 81,383 △ 63,919 △ 84,885 △ 60,101 △ 4,388 △ 294,676

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

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 23 23 23 23

再任用職員

臨時的任用職員 1 1

非常勤職員 1 3 2 2

計（人） 24 26 26 26

配置職員数



４　効率的な業務運営の推進（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

５　組織の活性化策の推進（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

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

　局の出先機関及び本庁組織における効率的な業務運営を推進するため、組織のあり方を含めた業務の見直しについて検討を進め
る。

　組織を活性化するため、技術系職員の新卒者の受験促進を図るとともに、職員誰もが新たな発想を持ちながら仕事に取り組め
る、風通しのよい職場づくりを推進する。

項目 実績・進捗状況

　出先機関の効率的な業務運営等に係る検討結果を取
りまとめる

  神奈川県緊急財政対策において示された検討の方向性に
基づき、各検討課題について関係機関との検討を進めた。

  引き続き、神奈川県緊急財政対策において示された検討
の方向性に基づき、各検討課題について関係機関との検討
を進めた。

　引き続き、神奈川県緊急財政対策において示された検討
の方向性に基づき、各検討課題について関係機関との検討
を進めた。

　引き続き、神奈川県緊急財政対策において示された検討
の方向性に基づき、各検討課題について関係機関との検討
を進め、県土整備局出先機関見直しのロードマップを策定
した。

　業務等に対する職員提案を反映させるため、若手や
女性職員によるプロジェクトチームを編成する

・プロジェクトチームの設置運営に関する要領を定めた。
・公募によりメンバーを募集し、プロジェクトチームを立
ち上げた。（プロジェクト打合せを２回実施した。）

・プロジェクトチームの打合せを４回実施。（通算６回実
施）プロジェクトメンバーにより、組織活性化のための方
策等の提言に向け話し合いが行われた。

・プロジェクトチームの打合せを９回実施。（通算15回実
施）プロジェクトメンバーから県土整備局長へ提言を行っ
た。

・プロジェクトチームの提言を受け、今後の実行案につい
て検討を行った。

　技術系職員の新卒者の受験促進等を図るため、大学
訪問等を行うとともに、大学生の現場見学会を実施す
る

・職員採用試験の申込期間にメール及び電話により、大学
教員や学生に対し試験日程等の案内を行った。
・県庁インターンシップへの参加促進を行った。

・県庁インターンシップ参加者に対し、技術職員から県土
整備事業についての紹介を行った。
・県土整備局の事業や県技術職の仕事の魅力を伝えるため
のパンフレット（２種類）の作成に取り組んだ。

・技術職員が出身大学等を訪問し、教授や学生に対し、県
土整備事業について説明を行った。
・大学生や採用内定者を対象に、土木及び建築の現場見学
会を実施した。

・県土整備局の事業や県技術職の仕事の魅力を伝えるため
のパンフレット（２種類）の増刷を行った。

県土整備局総務室（045-210-6015)

所属長評価

　引き続き、８つのラウンドテーブルに参画し、横断的な調整が進められた。また、局
独自の震災対策訓練を実施し、防災対策の取組が進められた。加えて、大学生等を対象
とした土木及び建築現場見学会や、若手や女性職員によるプロジェクトチームの打合せ
を９回（通算15回）実施する等、組織の活性化に向けての取組みが進められた。

　引き続き、６つのラウンドテーブルに参画し、横断的な調整が進められた。また、県
土整備局の事業や県技術職の仕事の魅力を伝えるためのパンフレット（２種類）の増刷
等、組織の活性化に向けての取組みが進められた。

　県土整備局が関係する課題についてのラウンドテーブルに参画し，年間を通して横断
的な調整が進められた。防災対策の取組みとしては、地震時行動マニュアル（案）を改
訂し速やかな初動体制を確立し、実効性のある業務継続体制を確保できた。
　また、若手や女性職員によるプロジェクトチームを立ち上げ通算15回の打合せを実施
するとともに、大学生等を対象とした土木及び建築現場見学会の実施や、県土整備局の
事業や県技術職の仕事の魅力を伝えるためのパンフレット（２種類）の作成等により、
組織の活性化が進められた。

　各種政策課題に対し、県土整備局が関係する課題についての５つのラウンドテーブル
に参画し、横断的な調整が進められた。また、若手や女性職員によるプロジェクトチー
ムを立ち上げる等、組織の活性化に向けての取組みが進められた。

連絡先（電話番号）

　引き続き、12のラウンドテーブルに参画し、横断的な調整が進められた。また、地震
時行動マニュアル（案）を改訂し、防災対策の取組が進められた。加えて、若手や女性
職員によるプロジェクトチームの打合せを４回（通算６回）実施する等、組織の活性化
に向けての取組みが進められた。

項目 実績・進捗状況


