
局名 部名

県土整備
局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（平成27年４月１日～平成28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

（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

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 58,442 8,871 13,999 13,917 15,183 5,629 57,598

維持管理費 0

計 58,442 8,871 13,999 13,917 15,183 5,629 57,598

71,983 44,593 69,621 48,035 234,232

80,854 58,592 83,538 63,218 5,629 291,831

△ 80,854 △ 58,592 △ 83,538 △ 63,218 △ 5,629 △ 291,831

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

― 8,768 13,158 13,156 14,184 5,415 54,681

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

２　かながわグランドデザインの実施計画の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

　昨年度に実施した実施計画の点検結果や、県民意見な
どを踏まえ、実施計画を策定し、各プロジェクトの推進
に取り組みます。

　実施計画の策定に向け、県民意見募集や市町村意見照会
などを行った。

　７月に第２期「かながわグランドデザイン　実施計画」
を策定した。

第２・四半期で完了

同上

　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。

平成26年度に最終年度を迎えた「かながわグランドデザイン 実施計画」の見直しを行い、第２期の実施計画を策定します。

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

（前年度実績）

（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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 58,442 8,871 13,999 13,917 15,183 5,629 57,598

維持管理費 0

計 58,442 8,871 13,999 13,917 15,183 5,629 57,598

71,983 44,593 69,621 48,035 234,232

80,854 58,592 83,538 63,218 5,629 291,831

△ 80,854 △ 58,592 △ 83,538 △ 63,218 △ 5,629 △ 291,831

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 24 22 22 22

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 26 24 24 24

配置職員数

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 58,442 8,871 13,999 13,917 15,183 5,629 57,598

維持管理費 0

計 58,442 8,871 13,999 13,917 15,183 5,629 57,598

71,983 44,593 69,621 48,035 234,232

80,854 58,592 83,538 63,218 5,629 291,831

△ 80,854 △ 58,592 △ 83,538 △ 63,218 △ 5,629 △ 291,831
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収入計(A)

支出済額
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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 24 22 22 22

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 26 24 24 24

配置職員数
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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　県土行政アピールの推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

5　組織活性化に向けた取組みの推進

　平成25年度に設置した「県土整備局業務改善・組織活性化プロジェクトチーム」の提言を受け、若手職員の育成や組織活性化の
ための取組を実施します。

　「かながわ県土チャンネル」において、県土整備局の現
場紹介を追加するなど、県土行政の情報発信を行った。

　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

　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。

　局独自の震災対策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。 　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。

　地震時行動マニュアル（案）の改訂を行った。

　平成26年度に設置した「県土整備のアピール力向上プロジェクトチーム」の提案を受け、県民にアピールするための取組を実施
します。

項目 実績・進捗状況

　職員の家族を対象とした職場見学会、学校等での出前
講座などを開催し、職員や地元建設会社の業務を広く県
民にアピールするための取組を実施します。

　提案の内容について、各事務所に周知するとともに、実
施に向けた検討を行った。

　７月に「子ども参観日」を活用した「県土ファミリー
DAY」を実施したほか、「県土づくり県民交流事業」の実
施にあたり、アピール力向上プロジェクトの戦略を反映さ
せるため、事務所と意見交換会を行った。

　11月に土木施設を活用したバスツアーを実施したほか、
県土整備局YouTubeサイト「かながわ県土チャンネル」を
立ち上げ県土行政の情報発信を行った。

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

6　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　　

　平成27年度の実施内容を検討したほか、8月の執務室移
転を見据え、机上整理を進めるなど「クリーン県土」に取
り組んだ。

  ８月の執務室移転に併せて机上整理を進め、既存資料の
集約化、削減などを実施するとともに、本庁・出先相互の
業務を体験させる「お試しトレード」を、対象範囲を拡大
して実施した。

項目 実績・進捗状況

　本庁・出先相互の業務を体験させることにより若手職
員の育成を図るほか、今年度の執務室の移転にあわせ、
机上の整理や既存資料の電子化、集約化、削減などを実
施します。

　12月に大学生向けの建築・土木の現場見学会を開催し、
県土整備事業の内容について紹介するとともに、県土整備
局に対するイメージアップを図った。

　1～2月に大学を訪問し、学生に対して県土整備事業の内
容を紹介し、県の仕事や県管理施設への理解を深めてもら
うことで県土整備局に対するイメージアップを図った。

　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。

実績・進捗状況

　職場研修や県土インフォメーション（毎朝、ＰＣ起動
時に自動表示されるメッセージ）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、局新規採用職員研修で不祥事防止を説明
した。

　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、7月31日に局内の管理監督者を対象とし
た不祥事防止研修を実施した。

　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、11月19日に局内の管理監督者及び公用車
を自主運転する職員を対象とした安全運転研修を実施し
た。

　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。

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

連絡先（電話番号） 県土整備局総務室（045-210-6015)

所属長評価

　第２期「かながわグランドデザイン実施計画」の策定に向けて、県民意見募集や
市町村意見照会などに取り組んだ。また、防災対策や県土行政のアピールなど、県
土整備局としての取組を推進した。加えて、事故防止の注意喚起や新規採用職員研
修の実施など、不祥事防止対策を進めた。

　第２期「かながわグランドデザイン実施計画」を策定し、実施計画の推進に取組
んだ。また、震災対策検討会や県土行政のアピールの実施など、県土整備局として
の取組を推進した。加えて、不祥事防止研修を実施し、一層の不祥事防止対策を進
めた。

　県土行政アピールの推進ついて、新規に「かながわ県土チャンネル」を立ち上げ
るなど、多様なチャネルを活用した情報発信を行ない、広く県民にアピールするこ
とができた。
　県土整備局震災対策訓練による防災対策の一層の推進や、安全運転研修による職
員の安全意識の向上など、県土整備局としての取組を着実に進めた。

　地震時行動マニュアル（案）の改訂、「かながわ県土チャンネル」において新た
に県土整備局の現場紹介を追加、大学訪問による県土整備事業の内容紹介など県土
整備局としての取組みを着実に推進した。

  県土整備総合情報システムの推進、かながわグランドデザインの実施計画の推
進、防災対策、県土行政のアピール、組織活性化及び不祥事防止対策の全ての項目
について、予定していた取組みを着実に実施するとともに、創意工夫をしながら効
果的な取組みの実践に努めた。


