
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28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

総務部長の鈴木です。

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、県政情報の提供、県民相談、青少年の健全育成等の事業を進め

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

49,421 14,920 14,921 29,841

35,996 4,137 17,271 13,404 15,854 186 50,853

180,916 51,184 45,736 43,357 41,086 181,363

266,333 55,321 63,007 71,681 71,862 186 262,057

項目 (再)配当額

事業費 2,558,609 167,195 548,548 216,886 537,840 1,071,493 2,541,963

維持管理費 42,028 4,592 8,093 13,112 12,650 3,581 42,028

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

事
業
経

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。

（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。

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

49,421 14,920 14,921 29,841

35,996 4,137 17,271 13,404 15,854 186 50,853

180,916 51,184 45,736 43,357 41,086 181,363

266,333 55,321 63,007 71,681 71,862 186 262,057

項目 (再)配当額

事業費 2,558,609 167,195 548,548 216,886 537,840 1,071,493 2,541,963

維持管理費 42,028 4,592 8,093 13,112 12,650 3,581 42,028

計 2,600,637 171,787 556,641 229,998 550,489 1,075,074 2,583,990

347,219 235,713 355,704 237,105 1,175,742

519,007 792,355 585,702 787,594 1,075,074 3,759,732

△ 463,686 △ 729,347 △ 514,021 △ 715,733△ 1,074,888△ 3,497,676

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 32 32 31 31

上記以外の職員 6 6 6 6

計（人） 38 38 37 37

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

　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

食堂棟前の車椅子利用者用駐車区画の路面再塗
装と区画を示す看板を設置、及び１号館正面玄
関を整備し足元の段差を解消しました。

・5/15　高病原性鳥インフルエンザ発生時の対
応力の向上を目的とし、県機関、市町村及び関
係団体による「県央地域高病原性鳥インフルエ
ンザ対策実動訓練」を実施しました。（32機
関、130名参加）
・5/25　県機関、市町村、関係団体及び自衛隊
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、関係機関相互の連
携を強化しました。（27機関、57名参加）

・7/27　転入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「初動業務研修

【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。

腐食により使用できなかった２号館３階の洗面
所排水管の補修の実施と夏季に稼動する冷房機
の節電運転計画を策定しました。

冷房時、稼動していた空調機の点検・清掃の実
施と庁舎内各トイレの便器・床面等を日常清掃
とは別に洗浄を行いました。

表面が錆びていた４号館屋根の全面塗装の実施
と、１号館エレベータのワイヤーに錆を生じて
いたことによる当該ワイヤーの交換を実施しま
した。

項目 実績・進捗状況

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・10/16　高病原性鳥インフルエンザ発生時の県
機関、市町村関係機関との連携及び対応力の向
上を目的とし、高病原性鳥インフルエンザ対策
に向けた図上訓練を実施しました。（25機関、
79名参加）
・11/12　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、「県央現地災害対策本部訓練」を実施し
ました。（19機関、209名参加）
・11/26　高病原性鳥インフルエンザの発生に対
して迅速かつ適切に対処するため、高病原性鳥
インフルエンザ対策に向け、総合防災センター
など３箇所で鶏の殺処分などの実動訓練を実施
しました。(47機関、216名参加)

・2/25　危機管理体制の検証と市町村等との相
互連携の強化、対応力の向上を目的として「県
央地域風水害対策図上訓練」を実施しました。
（25機関、72名参加）

災時に適切な対応ができるよう「初動業務研修
会」を開催しました。（31名参加）
・9/1　現地災害対策本部の初動業務について、
実践的な図上訓練による「県央現地災害対策本
部初動業務等訓練」を実施しました。（6機関、
28名参加）【危機管理体制の強化】

　研修や訓練を通じて市町村、警察、消
防、自衛隊等関係機関相互の連携を強化
し、地震、風水害、鳥インフルエンザ等地
域の危機管理対応力の向上を図ります。



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

【青少年社会環境健全化事業】
　管内の青少年関係団体が行っている活動
情報の共有化や団体相互の連携を図り、ま
た青少年保護育成条例や青少年喫煙飲酒防
止条例に基づく立入調査を実施し、青少年
を取り巻く社会環境の健全化を進めます。

・6/29　県央地域の青少年関係団体や行政機関
50団体等が一堂に会して県央地域社会環境健全
化推進連絡会議を開催し、情報交換等を行いま
した。

・7/25　青少年健全育成推進街頭キャンペーン
を相模原駅で行いました。
・７～９月に地域の夜間パトロール活動に、県
央センターとして10回参加しました。

・11/28　第２回青少年健全育成推進街頭キャン
ペーンを海老名駅で行いました。

・3/4　県央地域青少年指導員連絡協議会を開催
し、情報交換等を行いました。



【県央地域高病原性鳥インフルエンザ対策実動訓練の様子】

○現地危機管理対策本部による図上訓練

○養鶏場に出入りする車両の消毒訓練

○鶏の殺処分を行う防疫従事者に対する健康調
査訓練

○鶏の殺処分を行う防疫従事者の防疫服着
脱訓練

【青少年社会環境健全化推進連絡会議の様子】

○県央地域の青少年関係団体５０団体等が一堂

に会し、青少年の健全育成活動について、情報

交換等を行いました。

○青少年指導員、自治会などの合同夜間パト

ロールに参加しました。



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

第４四半期

総合評価

庁舎維持・管理業務では、車椅子利用者が駐車しやすいよう駐車区画等
の整備をしました。危機管理体制の強化では、「県央地域風水害対策図
上訓練」を実施しました。

空調機の適切な維持・管理等を行うとともに、庁舎内の各トイレ便器・
床面等の洗浄を行いました。また、「初動業務研修会」の開催及び「県
央現地災害対策本部初動業務等訓練」を実施することにより危機管理体
制の強化をを図りました。

046-224-4212連絡先（電話番号）

部長評価

庁舎の適切な維持・管理等を行うことができました。「県央地域高病原
性インフルエンザ対策実動訓練」を行うことにより、地域の危機管理対
応力の向上を図ることができました。

4号館屋根の全面塗装の実施と、１号館エレベータのワイヤーの交換を実
施しました。また「第２回県央地域高病原性鳥インフルエンザ対策図上
訓練」、「県央現地災害対策本部訓練」及び「第２回県央地域高病原性
鳥インフルエンザ対策実動訓練」を実施することにより危機管理体制の
強化をを図りました。

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。危
機管理体制では、関係機関相互の連携や訓練を通じて体制の強化を図り
ました。青少年社会環境健全化については、連絡協議会やキャンペーン
の開催を通じて、推進することができました。


