
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)

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
/0707/

所属のホームページ

 建設業課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

建設業課は、主に次の仕事をしています。

①建設業法により、一定の規模の建設工事を請負うために必要な建設業許可などの事務や建

設業者の指導・監督を行っています。

②宅地建物取引業法により、宅地建物取引業を営むために必要な宅地建物取引業免許などの

事務や宅地建物取引業者等の指導･監督を行っています。

③建設業の請負契約に関する紛争について、当事者の方々のお話し合いなどにより解決を目

指す建設工事紛争審査会の事務を行っています。

④建設業のイメージアップや構造改善に向けた取組を行っています。

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

42 16 14 30

397 3 400
収

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

諸収入

Ⅲ　職員配置状況

（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。

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

42 16 14 30

397 3 400

0

42 16 0 0 410 3 429

項目 (再)配当額

事業費 131,862 10,579 26,482 33,678 31,499 23,309 125,548

維持管理費 0

計 131,862 10,579 26,482 33,678 31,499 23,309 125,548

80,876 54,654 82,107 55,890 273,527

91,456 81,136 115,785 87,389 23,309 399,076

△ 91,440 △ 81,136 △ 115,785 △ 86,979 △ 23,306 △ 398,646

収
入

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

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 28 28 29 29

上記以外の職員 15 15 15 15

計（人） 43 43 44 44

配置職員数

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


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

　　　建設業法に基づいて建設業の新規・更新の許可を行っています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

325 289 254 254

328 247 284 212

698 608 952 1,539

794 645 622 582

　②　経営事項審査業務実施状況

建設業新規許可
（単位；件)

項目 累計

1,122

前年度

建設業更新許可
（単位；件)

前年度

1,071

3,797

2,643
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　②　経営事項審査業務実施状況

　　　建設業法に基づいて、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が受けなければならない

　　「経営事項審査」を行い、その審査結果を通知しています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

661 1,367 1,542 1,064

737 1,412 1,738 1,132

　③　建設工事紛争審査会開催回数

　　　工事の欠陥や請負代金の未払いなど建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るために、裁判

　　　外の紛争解決手続きであるあっせん、調停または仲裁を行う建設工事紛争審査会を開催しています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

11 13 13 22

15 28 23 27

審査通知（単位；件）

累計

4,634

項目

開催回数（単位；件）

前年度

前年度 5,019

累計

59

93

項目



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いて宅地建物取引業の新規・更新の免許を行っています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

86 81 84 63

89 88 77 67

192 156 177 148

504 438 456 448

　②　宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引主任者の登録を行っています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

項目 累計

314

321

673

1,846

累計

前年度

項目

新規免許許可
（単位；件)

前年度

更新免許許可
（単位；件)
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（単位；件)

前年度

更新免許許可
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第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

492 297 322 1,070

479 262 434 1,024

期間及び地域を神奈川県公報に公告しています。

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

　　　

期間及び地域を神奈川県公報に公告しています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

33 21 23 19

33 19 21 20

累計項目

項目

　公告数（単位；件)

取引主任者登録
（単位；件)

前年度

  国または公共団体における基本測量・公共測量の実施または終了の通知を受け、その種類、

2,181

2,199

累計

96

93前年度



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ついての電話照会相談を委託により実施しています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

4,767 4,944 5,034 4,873

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

3,717 3,639 3,608 3,639

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ついて閲覧の対象とされている書類の閲覧受付業務を委託

　により実施しています。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

9,544 12,381 12,555 12,039

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

1,194 1,275 749 901

1,593 892 798 790

累計

19,618

18,361

14,603

建設業関係
（単位；件)

前年度

宅建業関係
（単位；件）

項目

16,305

累計

46,519

47,383

4,119

建設業関係
（単位；件）

前年度

宅建業関係
（単位；件）

前年度

項目

前年度 4,073



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

項目 実績・進捗状況

　社会保険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
認と指導を行い、２回の文書指導に
よっても未加入である業者を社会保
険担当部局（日本年金機構及び神奈
川労働局）に通報しました。
　構造改善支援事業については、８
月の県建設業協会との意見交換や、
11月の建設産業構造改善推進大会講
演会の開催に向けて準備を進めまし
た。
　協議会では、６月に総会を開催す
るとともに、８月に開催するバスツ
アーの参加者募集や表彰候補者の募
集などの準備を進めました。

　社会保険未加入業者への指導につ
いては、引き続き、未加入業者の確
認・指導を進め、指導後も未加入で
ある業者を社会保険担当部局に通報
しました。
　構造改善支援事業については、８
月に県建設業協会との意見交換を行
うとともに、11月の建設産業構造改
善推進大会講演会の開催に向けて準
備を進めました。
　協議会では、７月に工業高校生を
対象として出前授業を行うととも

第３・
四半期

  建設業に従事する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、関係団体で組織する協議会を通じ
た建設業のイメージアップ等を図る建設現場バスツ
アーや優秀技能者の表彰など、建設業の健全な発達に
向けた取組を行います。

対象として出前授業を行うととも
に、８月には児童･生徒を対象にし
た建設現場見学バスツアーを実施
し、保護者を含む60名に参加してい
ただきました。
　また、技能者等の表彰について
は、表彰式の開催に向けて準備を進
めました。

　社会保険未加入業者への指導につ
いては、引き続き、未加入業者の確
認・指導を進め、指導後も未加入で
ある業者を社会保険担当部局に通報
しました。
　協議会では、建設現場においてイ
メージアップに向けた優れた取組を
行った９企業２建設共同企業体、優
秀技能者８名、青年優秀技能者４名
を表彰するため、11月25日に表彰式
を行いました。
　構造改善支援事業については、協
議会の後に建設産業構造改善推進大
会講演会を開催し、参加者は59名で
した。
　また、建設業の魅力を周知・啓発
するため、協議会事業として12月12
日に向の岡工業高校で出前授業を行
うとともに、建設現場で活躍する女
性技術者へのインタビューを行いま
した。



第４・
四半期

　 社会保険未加入業者への指導に
ついては、引き続き未加入業者の確
認・指導を進め、指導後も未加入で
ある業者を社会保険担当部局に通報
しました。
　構造改善支援事業については、経
営管理者研修を２月13日に開催し、
参加者は44名でした。
　協議会では、建設業の魅力のＰＲ
に活用するため、県内の建設現場で
活躍する女性技術者へのインタ
ビューをまとめた動画を作成しまし
た。
　また、県民向けに作成している協
議会のパンフレットに、女性技術者
のインタビュー結果等を加える改訂
を行い、県市町村の図書館・公民館
などの教育・文化施設等に配布しま
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

  人事異動時にはベテラン職員が抜けることによる業務遂
行上の影響が避けられませんが、集合研修、ＯＪＴや各職
員の努力により、早期に体制づくりを行うことができ、順
調に許認可等の事務を遂行することができました。
  また、建設業のイメージアップについては、主に第２四
半期以降に実施する事業の準備段階でしたが、協議会のパ
ンフレットや８月に実施するバスツアーの参加者募集チラ
シの内容を工夫するなど、県民のみなさまに、よりアピー
ルするための改善を図りました。

　許認可などの事務については、毎週のミーティングにお
いて、例外的な事例について職員間で情報共有等を図ると
ともに、建設業の地域窓口の職員を対象として研修を行う
ことで、適正な事務の遂行に努めました。
　また、建設業のイメージアップについては、出前授業や
バスツアーの実施により、参加者の方々に建設業の役割や
魅力などをＰＲすることができました。

　許認可等の事務については引き続き適正な事務の遂行に
努めるとともに、適正取引推進月間にあわせ、建設業者へ
の立入調査を行い、契約手続き等について確認・指導を行
いました。
　また、建設業のイメージアップについては、現場におけ
る優れた取組や優秀な技能者に対する表彰を行うととも
に、出前授業の実施や女性技術者への取材を行うなど、着
実に取組を進めることができました。

　許認可等の事務について引き続き適正な事務の遂行に努

第４・
四半期

総合評価

　 連絡先（電話番号） 045－285－4245

所属長評価 　許認可等の事務について引き続き適正な事務の遂行に努
めるとともに、課ホームページの改善や、新年度から新た
に実施する郵送受付等に向けて準備を進めるなど、県民の
みなさまの利便性向上のための改善に努めました。
　建設業のイメージアップについては、女性技術者に関す
る動画の作成やパンフレットの記載の追加など、新たな要
素を加味して取組を進めることができました。
　なお、借上ビル解消のために年度末に行った事務室の移
転については、各職員の努力により、窓口を休止すること
なく、円滑に実施することができました。

　建設業・宅建業の許認可事務については、職員一人ひと
りの研鑽や職員間の情報共有等により、適切に事務を進め
ることができました。
　平成24年11月から実施している社会保険未加入対策につ
いては、これまでに全建設業者の約半数の加入状況を確認
し、未加入業者に対する指導及び社会保険担当部局への通
報を着実に進めることができました。
　建設業者への支援については、将来の建設業の担い手不
足の懸念を踏まえて、経営者等を対象とした講習会等を開
催するとともに、協議会事業として現場見学会や働きやす
い建設現場づくりなどを競うコンテストの開催、県民向け
広報パンフレットの改訂を行い、建設業のイメージアップ
や健全な発展に向けた取組を進めました。
　一方、事務室の移転については、年度当初から来庁者の
動線に配慮したレイアウトや窓口を休止しない移転日程を
工夫し、トラブルなく、円滑に実施することができまし
た。また、様々な方法により移転の周知に努めるととも
に、移転後の27年度当初から実施する申請等の郵送受付や
昼休み時間帯の受付などの準備を着実に進めることができ
ました。


