
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 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

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。

業務運営進行表

（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

　建設業課では、建設業法及び宅地建物取引業法の規定に基づき、建設業者及び宅地建物取引業者の許認可や
指導・監督などを行っている。

建設業課

所　属

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

175 1 3 7 10 1 21

5 5

0

175 1 8 7 10 1 26

項目 (再)配当額

事業費 109,302 10,840 28,187 26,586 25,771 15,157 106,541

維持管理費 0

計 109,302 10,840 28,187 26,586 25,771 15,157 106,541

42,282 40,206 39,885 39,834 162,207

3,599 402 3,350 371 7,722

23,475 24,879 48,355

69,356 40,608 68,115 40,205 218,285

9,619 10,701 10,701 10,701 41,722

4,620 4,620 4,620 4,620 18,480

83,594 55,929 83,436 55,527 0 278,486

94,434 84,116 110,022 81,298 15,157 385,027

△ 94,434 △ 84,108 △ 110,015 △ 81,287 △ 15,157 △ 385,001

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

分担金及び負担金

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 25 25 25 25

再任用職員 7 7 7 7

臨時的任用職員

非常勤職員 12 12 12 12

計（人） 44 44 44 44

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

1　建設業法に基づく事務事業実施状況（数字で表せるもの）

　①　建設業の新規・更新許可業務実施状況

　　　建設業法に基づき建設業の新規・更新の許可をする。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

1,117 328 247 284 212

5,264 794 645 622 582

　②　経営事項審査業務実施状況

　　　建設業法に基づき経営事項の審査を行い審査結果を通知する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

5,163 737 1,412 1,738 1,132

　③　建設工事紛争審査会開催回数

　　　建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るために、あっせん、調停または仲裁を行う建設工事紛争審査会

を開催する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

81 15 28 23 27

２　宅地建物取引業法に基づく事務事業実施状況（数字で表せるもの）

　①　宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業の新規・更新を免許する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

295 89 88 77 67

1,929 504 438 456 448

　③　宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引主任者を登録する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

2,166 479 262 434 1,024

３　測量法に基づく事務事業実施状況（数字で表せるもの）

　①　測量法に基づく公告業務実施状況

　　　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

112 33 19 21 20

４　電話照会、閲覧にかかる事務事業実施状況（数字で表せるもの）

　①　電話照会相談業務実施状況

　　　建設業許可や宅建業免許にかかる電話照会相談を委託により実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

21,019 5,072 4,833 4,650 3,806

15,934 4,162 4,122 4,144 3,877

　②　閲覧事業実施状況

　　　建設業許可業者及び宅地建物取引業者に係る閲覧対象の書類の閲覧業務を委託により実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

50,541 9,956 12,354 13,643 11,430

5,380 1,593 892 798 790

建設業関係
（単位；件)

18,361

累計

93

項目
前年度実績
（参考） 累計

項目
前年度実績
（参考） 累計

　公告数（単位；件) 93

  基本測量の実施及び終了通知並びに公共測量の実施及び終了通知により、公告する。

項目
前年度実績
（参考）

前年度実績
（参考）

審査通知（単位；件）

累計

1,071

2,643

累計

5,019

項目

建設業新規許可
（単位；件)

建設業更新許可
（単位；件)

前年度実績
（参考）

項目

開催回数（単位；件）

宅建業関係
（単位；件）

16,305

項目
前年度実績
（参考） 累計

新規免許許可
（単位；件)

321

更新免許許可
（単位；件)

1,846

項目
前年度実績
（参考） 累計

取引主任者登録
（単位；件)

2,199

宅建業関係
（単位；件）

4,073

項目
前年度実績
（参考） 累計

建設業関係
（単位；件）

47,383



５　建設業の健全な発達に向けた取組（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

項目 実績・進捗状況

  人材の確保に向けた社会保険未加入建設業者へ
の指導、経営の改善等を促進する建設業構造改善
支援事業、及び協議会を通じた建設業のイメージ
アップ等を図るバスツアーや表彰等建設業の健全
な発達に向けた取組を行う。

　未加入業者への指導については、許可等の申請時における
確認・指導、未加入業者に対する１回目の文書指導、１回目
の指導後も未加入である業者に対する２回目の文書指導を進
めた。
・構造改善支援事業については、県建設業協会との意見交換
のための会議、建設産業構造改善推進大会講演会の開催に向
けた事務手続きを進めた。
・協議会については、総会を開催するとともに、バスツアー
の参加者や表彰候補者等の募集の手続きを進めた。

　未加入業者への指導については、許可等の申請時における
確認・指導、未加入業者に対する１回目の文書指導、１回目
の指導後も未加入である業者に対する２回目の文書指導を進
めた。また、社会保険担当部局（日本年金機構及び神奈川労
働局）への通報を行った。
　構造改善支援事業については、建設産業構造改善推進大会
講演会の開催に向けた事務手続きを進めた。
　協議会については、参加者62名によりバスツアーを実施す
るとともに、表彰応募・推薦者の審査を行った。

  未加入業者への指導については、許可等の申請時における
確認・指導、未加入業者に対する１回目の文書指導、１回目
の指導後も未加入である業者に対する２回目の文書指導を進
めた。また、社会保険担当部局（日本年金機構及び神奈川労
働局）への通報を行った。
  構造改善支援事業については、建設産業構造改善推進大会
講演会を11月25日に開催し、参加者は90名であった。
　協議会については、建設業のイメージアップに資する取組
を行った８企業１建設共同企業体を表彰し、また、建設企業
から推薦のあった４名を優秀技能者として、２名を青年優秀
技能者として表彰した。

  未加入業者への指導については、許可等の申請時における
確認・指導、未加入業者に対する１回目の文書指導、１回目
の指導後も未加入である業者に対する２回目の文書指導を進
めた。また、社会保険担当部局（日本年金機構及び神奈川労
働局）への通報を行った。
　建設業経営管理者研修を2月12日に開催し、参加者は55名
であった。
　協議会については、協議会の事業内容並びに建設業の魅力
や環境対策、災害対応及び社会貢献活動などを分かりやすく
説明したパンフレットを作成するとともに、表彰事業の結果
をまとめたパンフレット及び表彰事業の被表彰者を募集する
ための応募・推薦要項を作成し、建設業団体や市町村等に配
布した。



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

　

　建設業許可事務については、窓口の休止期間を活用し、地区受付職員を対象とした
審査に関する研修を行い、より円滑かつ適正な実施に努めた。

　宅建業者の指導については、調査月間として位置づけた７月に立入調査を実施し
た。
　
　建設業における社会保険未加入業者対策の推進については、未加入業者への指導等
を引き続き実施するとともに、指導後も未加入の業者に関して社会保険担当部局への
通報を行った。
　協議会事業のバスツアーについては、広報の見直しにより多数の参加者を得て、安
全かつ円滑にツアーを完遂した。

045－210－6307

所属長評価

 
  建設業許可事務については、適宜、事例に対応した研修等を行い、引き続き、適切
かつ円滑な実施に努めた。

  宅建業者指導については、調査月間の12月に立入調査を実施し指導を行うととも
に、宅地建物取引業登録等の事務については、適切かつ円滑な実施に努めた。

  建設業における社会保険未加入業者対策の推進については、引き続き、未加入業者
への指導、社会保険担当部局への通報を行った。

  また、建設業構造改善推進大会、建設業取引適正化推進月間における立入調査・講
演会及び協議会事業として優れた職場環境の改善事例や優秀な技能者への顕彰等を実
施することで、建設業の健全な発展に向けた取組を着実に進めた。
　

　建設業許可については、引き続き、適宜研修等を進めるとともに、宅建業許可につ
いては、国土交通大学校の研修に参加し、研修内容を担当職員で情報共有することに
より、事務の適切かつ円滑な実施に努めた。

　社会保険未加入対策の推進については、引き続き、未加入業者への指導、社会保険
担当部局への通報を行った。

　また、建設業者の経営改善を進めるため建設業経営管理者研修を開催するととも
に、協議会として、建設業の魅力を積極的に発信していくために広報用冊子の全面見
直しを実施した。

　建設業・宅建業の許可については、職員の研修や職員間の情報共有等に努め、適切
かつ的確に事務を進めた。また、業者に対する指導については、通常の指導・監督業
務のほかに、立入調査などを重点期間を定めて実施し、より効果的な指導に努めた。
　社会保険未加入対策については、許可申請時等に確認された未加入業者に対する指
導及び指導後も未加入の業者の社会保険担当部局への通報を進めた。
　また、構造改善支援事業として、経営者等を対象とした講習会等を開催し、建設業
における構造改善を促進を図るとともに、協議会事業として、現場見学会や働きやす
い建設現づくりなどを競うコンテストを開催するとともに、建設業の社会貢献等を掲
載した広報冊子を作成するなど、建設業の健全な発展に向けた取り組みを進めた。

  年度当初に、新任の受付窓口担当及び審査担当の職員の研修を行い、適正かつ円滑
に許可や免許等の申請に対応できる体制の整備に努めた。

  審査会の改選期であったため、年度当初に、新委員への委嘱、定例会議における概
要説明及び委員による事例検討等を行うことで、審査会の円滑な運営体制の構築に努
めた。

連絡先（電話番号）


