
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
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 

　　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 48,192 51,960 51,088 54,552

－ 744,184 743,801 762,862 609,914

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 4,354 3,890 11,139 3,112

　

住 民 側
(2,813,499件）

2,860,761

項目
（平成25年度実績）

年間計画
実　績（利用件数）

累計

  ②   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、運営しています。

（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。

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/0701/

所属のホームページ

県土整備経理課

室・課（出先は所属）名

   システムへの各アクセス数は以下のとおりです。　

利用件数
（13,847件）

22,495

項目
（平成25年度実績）

年間計画
実　　績

累計（アクセス数）

自治体側
（207,687件)

205,792

第１号様式 
所属進行表 

県土整備経理課では、 

① 県土整備局における予算の総括、 

② 予算の執行管理、決算事務や入札執行に関する事務 

③ 国庫支出金に関する事務、         

④ 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 

⑤ 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などを  

  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

166,750 15,744 15,744

26,313 9,706 5,032 5,487 9,835 30,060

0

193,063 0 9,706 5,032 21,232 9,835 45,805

項目 (再)配当額

事業費 520,811 28,060 96,776 76,670 105,602 98,718 405,827

維持管理費 0

計 520,811 28,060 96,776 76,670 105,602 98,718 405,827

92,866 61,611 94,478 64,461 313,416

120,926 158,387 171,148 170,063 98,718 719,243

△ 120,926 △ 148,682 △ 166,116 △ 148,832 △ 88,883 △ 673,438

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

諸収入

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 35 35 35 35

上記以外の職員 1 1

計（人） 35 36 35 36

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0701/


第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

－ 8 1 5 1

－ 54 15 28 5

２　事務事業調査の実施（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

26箇所 - - ７箇所 ６箇所 13箇所

78人 - - 14人 12人 26人

３　業務実績（数字で表せないもの） 
(1)

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

調査対象箇所（延べ数）
（52箇所）

　　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っています。

実施件数
（15回）

15

項　目
(前年度実績）

年間計画
実　績（実施件数）

累計

項　目
(前年度実績）

年間計画
実　績（実施件数）

累計

参加者数
（147人）

102

　③　 職員に対する研修の実施

  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していま
す。

調査員数（延べ人数）
（207人）

（

項目

 県土整備局内の予算の総括及び予算計上方法の改善等について

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
括を行ないます。

項目 実績・進捗状況
  研究チームによる研究会を開催し、債務負担行為の設定による効果
や問題点の検討を行うとともに、他県での実態調査を行い、債務負担
行為の柔軟な活用について研究を行った。

  研究チームによる研究結果を踏まえ、平成27年度以降の導入に向
け、引き続き研究を継続することとした。

　予算編成手法について引き続き研究を行いました。

　予算編成手法について引き続き研究を行いました。

　平成27年度当初予算を骨格予算として編成し、記者発表を行った。

 　①  県土整備局内の予算の総括等について

  ②   債務負担行為の柔軟な活用による予算計上方法の改善について
　繰越縮減対策や適正な工期設定等の効果が考えられる債務負担行為の柔軟な活用について、財政課、環境
農政局総務室及び当課の３課で構成する研究チームを立ち上げ、前金付県債の導入やゼロ県債の拡大などの
可否を研究します。

債務負担行為を活用した新たな
予算編成手法の研究結果の取り
まとめを行ないます。

実績・進捗状況

  平成25年度予算に係る決算に向けた諸事務や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準備等を行っ
た。

　定期監査・決算審査に係る諸事務を行い、また、翌年度の予算編成
に向け、所要額の調整を行いました。

　翌年度予算の編成に取り組むとともに、局内予算の進行管理を行い
ました。
　また、決算認定のための諸事務を行いました。



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

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

（２）入札・契約制度の見直し(第二ステージ)について

昨年度の入札制度「かながわ方式」の総点検を踏まえ、安全･安心の担い手である｢事業者育成｣の視点か
ら、課内検討チームにより、更なる入札・契約制度の見直しに向けた研究・検討を行います。

項目

いのち貢献度指名競争入札の来
年度以降の全庁展開も視野に入
れて、試行を行う中で、制度の
検証等を進めていきます。

実績・進捗状況

 各土木事務所等から寄せられた相談に対応し、円滑な制度の運用に
努めました。

  制度の運用に関して各土木事務所等から寄せられた課題を検討し、
円滑な制度の運用に努めました。

　上半期分の試行状況を取りまとめ、結果を分析した上で、来年度の
見直しに向けて庁内関係部局と調整しました。

　県土整備局での試行状況を踏まえ、企業努力をよりきめ細かく評価
するなど、運用を一部見直したうえで、平成27年度から全庁展開を行
うこととしました。

担い手の中長期的な育成・確保
の視点から、国で検討している
新たな入札･契約制度の内容を研
究し、本県への導入の可否につ
いて検討していきます。

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正に伴って示され
た新たな入札･契約制度や国の対応方針の情報収集に努めた。

 国からの情報収集や国との意見交換を行なうとともに、制度の運用
に関して各土木事務所等から寄せられた課題を検討し、円滑な制度の
運用に努めた。

　各土木事務所等から寄せられた意見を基に、新たな入札･契約制度
の本県における適用の可能性について検討を行いました。

　事業の特性や地域の実情に応じた「多様な入札・契約制度」につい
て、本県における活用に向けた研究を行いました。

最低制限価格率のあり方につい
て、研究・検討を進めていきま
す。

  率の上限のあり方についての検証を行うため、他の都道府県の上限
の引上げ・撤廃の状況に係る情報を収集した。国等の状況を注視しつ
つ、最低制限価格率の上限のあり方について検証を行いました。（継
続）。

  率の上限のあり方についての検証を行うため、引き続き他の都道府
県の上限の引上げ・撤廃の状況に係る情報を収集しました。
　最低制限価格率に関する工事系委託業の実態を把握するため、関係
団体と意見交換会を開催しました。（継続）。

　改正品確保法の趣旨を踏まえるとともに、最低制限価格率の具体式
見直し後の算定結果の実態を踏まえ、最低制限価格率の見直しに着手
しました。
　最低制限価格率に関する工事系委託業の実態を把握するため、関係
団体と意見交換会を開催しました。（継続）

　最低制限価格率の運用を見直し、平成27年度から工事の最低制限価
格を算定式の算定結果どおりの設定とすることとし、現在90％で設定
している上限を撤廃しました。

（３）サーバー更新及びシステム改善内容の方針新に係る方針決定等について

項目

平成28年度には、県・市町村等
とで共同運営している電子入札
システムのサーバ等の更新期限
が到来することから、サーバー
更新及びシステム改善内容の検
討を進めていきます。

実績・進捗状況

 サーバ更新方法等の検討を行いました。

 サーバ更新方法等の検討を行いました。

 サーバ更新方法等の検討を行いました。

 サーバ更新方法等を決定しました。

　　①　サーバー更新及びシステム改善内容の検討等



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

第３・四半期

第４・四半期

　　②　災害に強いシステムの運用を確保するための取組み

項目

電子入札共同システムの円滑な
運営を推進します。また、災害
に強いシステムの運用を確保す
るために、災害時対応の訓練を
実施するとともに、情報セキュ
リティの向上に向けた機器の脆
弱性等の診断を実施します。

実績・進捗状況

 災害時対応訓練の準備を行いました。

 災害対応訓練を実施しました。(9月1日）

 脆弱性診断を実施しました。(10月15日)

 インシデント対応訓練、脆弱性診断を実施しました。(2月2日)

（４）経理事務担当職員の資質向上を目指した研修等の実施

経理担当職員の資質向上とともに、本庁と出先機関間のコミュニケーションの活性化を図る観点から、経
理事務を担当する本庁と出先機関の職員が交流を通じ相互に経理事務を経験する相互研修の実施や経験に応
じた効果的な職員研修を実施します。

また、事務所の適正な経理事務の執行体制を確立するとともに、経理担当職員の資質向上と情報の共有化
を進める図る観点から、事務事業調査の重点項目化等による調査内容の見直しを行うとともに、事務事業調
査の内容や経理事務の改善をテーマとした事務所との意見交換会を実施します。

項目

土木事務所等職員(管理課・工事
契約課)との相互研修派遣交流の
実施します。また、新任工事契
約担当者研修や管理事務担当者
研修を開催します。

事務事業調査の見直しを進める
とともに経理事務担当職員意見
交換会を実施します。

実績・進捗状況

  新任工事契事務担当者研修を４月（参加人数11名）に、会計事務担
当者研修を６月（参加人数21名）を実施しました。

　横須賀土木事務所及び藤沢土木事務所の工事契約課職員と、県土整
備経理課職員との相互交流研修を行いました。

　工事契約事務担当者研修を実施（10月開催：参加者15名）するとと
もに、不適正経理処理の再発防止に向け、階層別に課長研修、班長研
修（11月開催：参加者合計で212名）を実施しました。

-

  不適正経理の再発防止に向けた会議、研修を実施するほか、再発防
止策の検討を行いました。

　不適正経理の再発防止に向けた経理事務の総点検を踏まえ、事務事
業調査の見直し方針を決定しました。

　工事契約事務担当者意見交換会を実施し（参加者14名）、不適正経
理処理の再発防止や経理事務の改善等について、意見交換を行いまし
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

　平成27年度当初予算を編成し、記者発表を行いました。
　平成26年度決算に係る諸事務を行うとともに、平成27年度の事業実施に係る事
前準備を実施しました。
　また、入札制度の見直しにより、いのち貢献度指名競争入札の全庁展開及び最
低制限価格率の運用見直しを平成27年度から実施することとしました。

　安全で安心して暮らせる、活力と魅力ある県土の形成を目指して、予算編成
や、予算執行、決算等の諸事務を円滑かつ適正に処理しました。
　また、不適正経理処理の再発防止に向け、経理事務について局内出先機関の事
務事業調査を実施しました。また今年度から新たに新任工事契約事務担当者研修
及び会計事務担当者研修(参加者合計31人）を開催し、階層別として課長研修、
班長研修（参加者合計212人）等を実施するとともに、土木事務所の工事契約課
職員と県土整備経理課職員との相互交流研修を行い、経理担当職員の資質向上並
びに本庁と出先機関間のコミュニケーションの活性化を図りました。
　さらに、入札制度の見直しにより、いのち貢献度指名競争入札の全庁展開及び
最低制限価格率の運用見直しを平成27年度から実施することとしました。

　予算の計上方法の改善や入札・契約制度の見直に向け、関係団体との意見交換
会や庁内関係部局との調整を行うなどの取り組みを実施しました。
　土木事務所の工事契約課職員と県土整備経理課職員との相互交流研修を行い、
経理担当職員の資質向上と本庁と出先機関間のコミュニケーションの活性化を図
りました。
　また、不適正経理処理の再発防止に向けた経理事務処理の総点検を踏まえ、事
務事業調査の見直し方針を決定しました。

045-210-6079連絡先（電話番号）

所属長評価

　予算の計上方法の改善や入札・契約制度の見直しに向けた研究を進めるととも
に、国の法改正の内容等、入札・契約制度の見直しに関する情報収集を行った。
　また、今年度から新たに新任工事契約事務担当者研修及び会計事務担当者研修
を開催し、適正な経理事務の執行に向けた取り組みを実施するともに、不適正経
理処理事案の発生を踏まえ、再発防止等の検討を行った。

　平成27年度当初予算編成、平成25年度決算認定に係る諸事務を行いました。
　経理事務の局内出先機関の事務事業調査を実施するともに、不適正経理処理の
再発防止に向け、階層別に課長研修、班長研修（参加者合計で212名）等を実施
しました。
 また、新年度に向けた入札制度の見直しのための検討を行いました。


