
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年3月31日）

所属

センター名

県央地域県政総合センター

部名

総務部

第１号様式

所属進行表

総務部長の湯川です。

総務部は、主に次の仕事をしています。

①所内の職員及び市町村交流職員の人事事務、予算の執行や支払い、入札事務や合同庁舎の管

理理、庶務事務等を進めています。

②災害時に備えた訓練の実施、防犯教室の開催、県政情報の提供、青少年の健全育成等の事業

事を進めています。

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

75,961 26,037 23,384 49,421

23,051 4,005 2,883 14,180 14,048 881 35,997

182,995 59,850 38,321 42,408 40,339 180,917

282,007 63,854 41,204 82,624 77,772 881 266,335

項目 (再)配当額

事業費 2,960,351 99,593 438,910 261,339 900,212 920,701 2,620,755

維持管理費 47,819 5,678 14,296 9,575 11,830 6,439 47,819

計 3,008,170 105,272 453,206 270,914 912,042 927,140 2,668,574

350,873 237,856 360,313 243,395 1,192,437

収
入

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

諸収入

その他

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

人件費　（注１）

Ⅲ　職員配置状況

（注）常勤職員には、市町村派遣職員８人を含みます。

Ⅳ　業務実施状況

１　防犯教室開催状況 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5,038 2,163 2,064 1,923

6,636 5,958 5,039 1,885

（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）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３）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。
 (注４）センター全体の収入、支出額を記載しています。

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

11,188

19,518

項目

防犯教室参加人数

前年度

　  県民の防犯意識、地域の防犯性を高めるため、振込め詐欺防止や誘拐防止に向けた防犯教室を開
　催します。

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

75,961 26,037 23,384 49,421

23,051 4,005 2,883 14,180 14,048 881 35,997

182,995 59,850 38,321 42,408 40,339 180,917

282,007 63,854 41,204 82,624 77,772 881 266,335

項目 (再)配当額

事業費 2,960,351 99,593 438,910 261,339 900,212 920,701 2,620,755

維持管理費 47,819 5,678 14,296 9,575 11,830 6,439 47,819

計 3,008,170 105,272 453,206 270,914 912,042 927,140 2,668,574

350,873 237,856 360,313 243,395 1,192,437

456,145 691,063 631,227 1,155,437 927,140 3,861,012

△ 392,291 △ 649,858 △ 548,603△ 1,077,666 △ 926,259△ 3,594,676

収
入

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

諸収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 34 35 35 35

上記以外の職員 7 6 6 6

計（人） 41 41 41 41

配置職員数



２　業務実績

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

【庁舎管理業務】
　厚木合同庁舎の庁舎管理者として、施設の
維持・管理などを行います。

夏季電力不足に対応するため、冷房機の節電運
転計画の策定や西日の影響を受ける２号館によ
しずの設置などを実施しました。

１号・２号館用貯水槽の清掃及び冷房期間中、
稼動していた空調機のフィルターの清掃を実施
しました。

１号館汚水管の突発的な不具合について、管の
修理をするなど迅速な対応をしました。

微量にガス漏れしていた１号館ガス管を封鎖
し、別ルートで配管しました。また、受電設備
の中で最初に電気を受け、２０年使用している
区分開閉器を更新し、安全性を強化しました。

項目 実績・進捗状況

・4/1付けで当センターに転入してきた職員及び
新規採用職員を対象に発災時に適切な対応がで
きるよう、4/22に「初動業務研修会」を実施し
ました。
・5/16に「国民保護研修会」を開催し、県国民
保護計画に基づく非常配備体制の構築、住民の
避難誘、救助等の国民保護措置について、市町
との合同による初めての実践的な図上訓練を実
施しました。
・6/6に「県央現地対策本部市町村連絡員研修
会」を開催し、災害発生時に市町村に出向いて
市町村の情報を収集する県の「市町村連絡員」
と市町村職員の顔合わせを行うとともに、災害
発生時に同連絡員が行う業務等について講義等
を実施しました。

・7/17に県津久井合同庁舎において、県関係機

第２四半期

第３四半期

・11/6に高病原性鳥インフルエンザ発生時にお
ける現地危機管理対策本部体制の確立に向け、
県機関及び市町村関係機関による「第２回高病
原性鳥インフルエンザ等に係る県央地域連絡会
議」を開催しました。
・11/14に発災時における危機管理体制の検証と
関係機関相互の連携強化、対応力の向上を目的
として、関係機関に加え緊急参集職員等が参加
し「県央現地災害対策本部訓練」を実施しまし
た。
・12/9に現地危機管理対策本部の迅速な初動対
応、関係機関との連携強化、対応力の向上を目
的とし、県機関及び市町村関係機関による「県
央地域高病原性鳥インフルエンザ対策初動業務
訓練」を実施しました。

【危機管理体制の強化】
　市町村の相互応援協定のより円滑な実施を
図るため、市町村や関係機関との連携をより
強化するとともに、研修や訓練を通じて警
察、消防、自衛隊等関係機関相互の連携を強
化し、地域の危機管理対応力の向上を図りま
す。

・7/17に県津久井合同庁舎において、県関係機
関、相模原市及び神奈川県トラック協会が協
働・連携し、図上、実働による「県央（津久
井）広域防災活動拠点設置及び運営訓練」を実
施しました。
・8/8に高病原性鳥インフルエンザ対策(養鶏場
毎の初動防疫対策)の確立に向け、県機関及び市
町村関係機関による「高病原性鳥インフルエン
ザ等に係る県央地域連絡会議」を開催しまし
た。
・9/1に現地対策本部の初動業務について、実践
的な図上訓練による「県央現地対策本部初動業
務等訓練」を実施しました。
・9/24に高病原性鳥インフルエンザ等対策現地
調査を県央管内３ヶ所の養鶏場で行いました。



第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

・1/22に高病原性鳥インフルエンザ発生時にお
ける初動対応等を検討するため、県機関及び市
町村関係機関等による「第３回高病原性鳥イン
フルエンザ等に係る県央地域連絡会議」を実施
しました。
・1/29に危機管理体制の検証と市町村及び広域
応援部隊(自衛隊)との相互連携の強化、対応力
の向上を目的として、「県央地域地震災害合同
図上訓練」を実施しました。

【地域防犯力の向上、青少年を取り巻く社会
環境の健全化の推進等】
・保育所～小学校低学年向けの「子ども防
　犯教室」や自治会、老人クラブ等の要請
　に応じて振り込め詐欺防止等の「一般防
　犯教室」を実施します。
・「防犯指導者養成セミナー」の企画・開
　催を通じて、地域の防犯人材（若い世代
　）の育成を図ります。
・７月と11月の強調月間に青少年の非行防
　止や健全育成を呼びかける街頭キャン
　ペーンを実施し、青少年の健全育成を図
　ります。

・子ども防犯教室を３５回実施しました。
・一般防犯教室を９回実施しました。
・公開型講座(防犯人材育成事業)を１回実施し
ました。
・出前型講座(防犯人材育成事業)を１回実施し
ました。

・子ども防犯教室を１７回実施しました。
・一般防犯教室を９回実施しました。
・企画型講座(県央地域 防犯指導者養成セミ
ナー)を実施しました。
・公開型講座(防犯人材育成事業)を１回実施し
ました。
・7/12に青少年の健全育成を進める県民大会を
海老名市文化会館大ホールで開催し、7/26に県
央地域社会環境健全化推進街頭キャンペーンを
綾瀬タウンヒルズで行いました。

・子ども防犯教室を１３回実施しました。
・一般防犯教室を１７回実施しました。
・防犯啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに４回参加しました。
・企画型講座(相模原地域 防犯指導者養成セミ
ナー)を実施しました。
・出前型講座(防犯人材育成事業)を１回実施し
ました。
・10/4に県央地域青少年指導員活動研修会を海
老名市役所で開催し、11/16に県央地域社会環境
健全化推進街頭キャンペーンを橋本駅で行いま

第４四半期

健全化推進街頭キャンペーンを橋本駅で行いま
した。

・子ども防犯教室を１２回実施しました。
・一般防犯教室を５回実施しました。
・防犯啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに１回参加しました。



【一般防犯教室の様子】

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

　貯水槽や空調機のフィルターの適切な維持・管理等を行うことができま
した。また、「県央（津久井）広域防災活動拠点設置及び運営訓練」、
「高病原性鳥インフルエンザ等に係る県央地域連絡会議」及び「県央現地
対策本部初動業務等訓練」を実施することにより、地域防災対策等の推進
を図りました。

部長評価

　３月末に廃止となった分庁舎の封鎖、移管手続きなど庁舎の適切な維
持・管理等を行うことができました。また、災害時における初動業務等に
ついての研修を実施することにより、地域防災対策等の推進を図ることが
できました。

 １号館の汚水管の突発的な不具合に迅速な対応をすることができまし
た。また、「第２回高病原性鳥インフルエンザ等に係る県央地域連絡会
議」、「県央現地災害対策本部訓練」及び「県央地域高病原性鳥インフル
エンザ対策初動業務訓練」を実施することにより、地域防災対策等の推進
を図りました。

【国民保護研修会の様子】

【こども防犯教室の様子】

第４四半期

総合評価

　20年間使用している区分開閉器（受電設備）を更新し、安全性を強化し
ました。また「高病原性鳥インフルエンザ等に係る県央地域連絡会議」及
び「県央地域地震災害合同図上訓練」を実施することにより、地域防災対
策等の推進を図りました。

046-224-4212連絡先（電話番号）

　庁舎の維持・管理等については適切に実施することができました。また
危機管理体制では、関係機関相互の連携や訓練を通じ体制の強化を図りま
した。地域防犯や青少年を取巻く社会環境の健全化については、防犯教
室・キャンペーンの開催を通じて、推進することができました。


