
局名 部名

県土整備
局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（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。

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
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0700/

所属のホームページ

総務室

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

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。

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 54,753 8,890 13,835 13,838 13,624 4,298 54,486

維持管理費 0

計 54,753 8,890 13,835 13,838 13,624 4,298 54,486

68,000 45,421 71,839 48,083 233,342

76,890 59,256 85,677 61,707 4,298 287,828

△ 76,890 △ 59,256 △ 85,677 △ 61,707 △ 4,298 △ 287,828

収
入

収入科目 収入済額

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）

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

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

― 8,475 12,715 12,658 12,542 4,183 50,573

― 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

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（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。

（前年度実績）

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

　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ます。

項目 実績・進捗状況

　随時設置され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します。

　３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。

　４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。

　２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。

　第３・四半期で完了

　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・省力化を図ります。

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 54,753 8,890 13,835 13,838 13,624 4,298 54,486

維持管理費 0

計 54,753 8,890 13,835 13,838 13,624 4,298 54,486

68,000 45,421 71,839 48,083 233,342

76,890 59,256 85,677 61,707 4,298 287,828

△ 76,890 △ 59,256 △ 85,677 △ 61,707 △ 4,298 △ 287,828

収
入

収入科目 収入済額

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 23 23 23 23

上記以外の職員 1 1 1 2

計（人） 24 24 24 25

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0700/


３　防災対策の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

４　不祥事防止対策の推進

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

　毎月の県土インフォメーションによる事故防止の注意喚
起を行った。

　県内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します。

項目 実績・進捗状況

　局独自の震災対策訓練について、参加経験が少ない
職員を中心に全所属で実施するとともに、地震時行動
マニュアル(案)の必要な改訂を行います。

　震災対策訓練等で活用す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）を改訂するとともに、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

所属長評価

　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３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、事故防止の注意喚起や新規採用職員研修
の実施など、不祥事防止対策が進められた。

　引き続き、４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、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、事故防止
の注意喚起や局不祥事防止研修の実施など、不祥事防止対策が進められた。

　引き続き、２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、事故防止の注意
喚起により、不祥事防止対策が進められた。

　不祥事防止の職場研修や県土インフォメーションを活用した局内職員への注意喚起を実施し、不祥事の根絶に向けた取組を推
進します。

項目 実績・進捗状況

　職場研修や県土インフォメーションによる注意喚起
を実施します。

　毎月、県土インフォメーションにより事故防止の注意喚
起を行ったほか、6月中旬に局の新採研修を実施した。

　毎月の県土インフォメーションによる事故防止の注意喚
起に加え、7月に階層別の局不祥事防止研修を実施した。

　毎月の県土インフォメーションによる事故防止の注意喚
起を行った。

第４・四半期

総合評価

連絡先（電話番号） 県土整備局総務室（045-210-6015)

喚起により、不祥事防止対策が進められた。

クロスファンクション及び防災対策の推進について、第３・四半期後も着実に行なわれ
ている。また、事故防止の注意喚起により、不祥事防止対策が進められた。
　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。
事故防止の注意喚起や局不祥事防止研修の実施など、年間通して継続的に不祥事防止対
策が進められた。


