
第1号様式
所属進行表

局名 部名

県土整備局 事業管理部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　電子入札共同システムの運用（数字で表せるもの）

　①　　電子入札共同システムの運用状況 

　　   システムへの各アクセス数は以下のとおりである。　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 53,926 54,884 49,687 49,190

－ 816,378 774,197 653,759 569,165

コールセンターの設置
事業者からの問合せ窓口となるコールセンターを設置し、運営する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 4,897 2,726 2,780 3,444

職員に対する研修の実施

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

15 8 1 5 1

－ 73 11 53 10参加者数 147

項　目 年間計画
実　績（実施件数）

累計

実施件数 15

③

入札事務に従事する職員に対して、システムの操作並びに入札に関する事務についての研修を実施する。

利用件数 13,847

自治体側 207,687

　県土整備局における予算の総括に関すること、予算の執行管理、決算事務や入札執行に関する事務、国庫支出金
に関する事務、入札・契約制度に関する事務や「かながわ電子入札共同システム」の運用を行うとともに、県土整
備局事業管理部各課の総合調整や局内各所属への経理指導を行う。

（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。

累計
項　目 年間計画

実　績（利用件数）

②

　

項目 年間計画
実　　績

累計（アクセス数）

住 民 側 2,813,499

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

県土整備経理課
所　属

室・課（出先は所属）名

(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

年間計画額

166,750 51,005 51,005

25,552 72 4,720 5,779 4,861 9,836 25,268

0

192,302 72 4,720 5,779 55,865 9,836 76,273

項目 (再)配当額

事業費 510,172 24,258 83,407 97,710 99,530 70,055 374,960

維持管理費 0

計 510,172 24,258 83,407 97,710 99,530 70,055 374,960

44,830 41,410 41,838 43,828 171,906

3,087 111 3,079 63 6,341

26,422 27,931 54,353

74,340 41,522 72,847 43,891 232,600

12,403 12,493 12,403 12,358 49,656

6,316 6,316 6,316 6,305 25,253

93,059 60,330 91,566 62,554 0 307,509

117,317 143,738 189,276 162,084 70,055 682,470

△ 117,245 △ 139,017 △ 183,497 △ 106,219 △ 60,220 △ 606,197

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

諸収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 34 34 34 34

再任用職員

臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員 1 1 1 1

計（人） 36 36 36 35

配置職員数



２　事務事業調査の実施（数字で表せるもの）

局内出先機関を対象とした事務事業調査を実施し、各所属職員の経理職員の経理指導を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

52箇所 13 13 13 13

190 人 35 55 ＊75 42

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

国庫支出金に関する事務・災害復旧に関する事務について

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

　電子入札共同システム参加団体との連絡会議を開
催し意見交換を行うとともに、システムの円滑な運
営に努めた。

　電子入札共同システム参加団体との連絡会議を開
催し意見交換を行うとともに、システムの円滑な運
営に努めた。

　電子入札共同システム参加団体との調整を図
りつつ、システム障害に迅速な対応を行い、円
滑な運営を推進するとともに、災害等に強く情
報セキュリティーを強化した電子入札システム
の構築に向けた取組みを行う。

調査対象箇所（延べ数） 52

項目 実績・進捗状況

　① 県土整備局内の予算の総括等について

②

項目 実績・進捗状況

実績・進捗状況

　県土整備局予算の編成、事務費・事業費の予
算経理の執行、決算事務等に係る全体調整、総
括を行う。

　③ 県土整備局工事の入札執行等に関する事務について

　県及び市町村の国費受入れの取りまとめや、
市町村等への補助事業の完了検査及び国の検査
立会等の事務を行うほか、災害復旧事業につい
ての取りまとめを行う。

　被災した県内施設について国から災害査定を受け
るため、局内各所属・市町村との調整を行ったほ
か、国費請求事務に係る手続きを全市町村に対し指
導する等の諸事務を行った。

　被災した県内施設について国の査定に基づき、局
内各所属・市町村との調整を行った。また、国費請
求事務に係る手続きを全市町村に対し指導する等の
諸事務を行ったほか、市町村補助事業の完了検査に
向けた準備を行った。

　被災した県内施設について国から災害査定を受け
るため、局内各所属・市町村との調整を行ったほ
か、国費請求事務に係る手続きを全市町村に対し指
導する等の諸事務を行った。

　災害復旧事業に係る分も含め、国費請求事務や、
完了検査の結果に基づく前年度補助金の額の確定、
国庫返納の手続きを全市町村に対し指導する等の諸
事務を行った。

調査員数（延べ人数） 132
＊用地課及び技術管理課職員を含む。

項　目 年間計画
実　績（実施件数）

累計

　来年度予算の編成に取り組むとともに、決算認定
のための諸事務や局内予算の進行管理を行った。

項目

　平成26年度当初予算を編成し、記者発表を行っ
た。

　前年度予算の決算のための係数整理を行うととと
もに、監査事務局の職員調査に係る諸事務を行った
ほか、次年度の予算編成に向けた諸準備等を行っ
た。

　前年度予算に係る決算審査・定期監査に係る諸事
務を行い、また、次年度の予算編成のため所要額の
把握に努めるとともに、局内予算の進行管理に努め
た。

　県土整備局で入札する工事の競争性、透明
性、公平性を高めるため、入札参加要件の設定
等の事務を適正に行うとともに、工事に関する
入札・契約制度について、現状分析、改善策の
検討等の取組みを行う。

　入札案件に応じた適正な入札参加要件を設定する
とともに、工事に関する情報の公表を行った。

　入札制度の総点検を行い、入札制度の見直し作業
を進めた。

　入札制度の見直しを踏まえ、次年度以降の制度作
りを進めた。

　入札制度の見直しを行い、平成26年度から県土整
備局発注の一部の工事等について、指名競争入札を
実施することとした。

　④　電子入札共同システムの運用に関する事務について

項目 実績・進捗状況



第３・四半期

第４・四半期

局内各所属への経理指導に関する事務について

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

　経理の適正執行に係る通知を発出したほか、工事
契約課長会議の開催等を行った。

　経理担当者会議を実施したほか、経理事務の説明
書の時点修整・周知等を行なう等の取組みを実施し
た。

　土木事務所等の工事契約担当職員対象の契約事務
研修や当課と土木事務所等との職員の相互派遣研修
を行い、業務に関する知見を深めた。

　経理事務に関する規定や通知をグループウェアに
掲載し、周知を図った。

　平成26年４月の消費税率の引き上げに伴い、改正
後の税率に対応するためのシステム改修作業を行っ
た。

　入札状況登録画面に確認画面を新設するととも
に、インシデント対応訓練、脆弱性等の診断を実施
した。

項目 実績・進捗状況

045-210-6078

所属長評価

　平成26年度当初予算編成事務、平成24年度決算認定事務や国費請求事務に係
る指導を全市町村に対して行うなどの諸事務を行った。
　経理事務の円滑な運用を図るため、土木事務所等の工事契約担当職員対象の
契約事務研修や当課と土木事務所等との職員の相互派遣研修を行い、業務の知
見を深めた。
　また、平成26年度以降の入札制度づくりの作業や平成26年４月の諸費税引き
上げに対応するためのシステムの改修作業を進めるなど、新年度に向けた取り
組みを進めた。

　平成26年度予算を編成し、記者発表を行った。平成25年度の決算に係る諸事
務を行うとともに、新年度の事業実施に係る事前準備を実施した。
　また、入札制度の見直しを行うとともに、電子入札共同システムに係る災害
時等の対応強化や情報セキュリティー強化に向けたの取り組みを進めた。

　｢安全で安心して暮らせる、活力と魅力ある県土｣をめざして、予算、執行、
決算等の諸事務を円滑かつ適正に処理した。
　また、電子入札共同システムに係る事業者からの問い合わせ窓口となるコー
ルセンターの設置、運営、セキュリティー強化に向けた取り組みを進めるな
ど、電子入札共同システムの円滑な運営に努めた。
　さらに、入札制度の総点検を行い、県民の｢いのち｣を守る担い手となる地域
の建設業者等を中長期的に確保し、地域の安全・安心を確保することを目的と
し、国の品確法の理念を先取りした「いのち貢献度指名競争入札」を創設し、
平成26年度から、県土整備局発注工事及び工事系委託で試行することとした。

　緊急財政対策本部の下、経費節減に向けた通知を発出するほか、適正な経理
事務、入札執行事務に係る注意喚起を通知等により、課の運営を円滑に進める
ことができた。

連絡先（電話番号）

　各グループ毎の分掌を活かして、関係する諸課題を協力して推進する体制を
整えることにより、諸事務を円滑に実施した。

　⑤　

　電話等による随時指導助言や経理事務の説明
書等の時点修整・周知等を通じて、県土整備局
各所属への経理事務指導を実施し、経理事務適
正化のための取組みを行う。


