
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）

  　    システムへの各アクセス数は以下のとおりです。　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

49,174 51,453 47,669 51,272

752,534 737,457 639,385 572,995

（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。

項　目
（平成26年度実績）

実　　績
累計（アクセス数）

自治体側
（205,792件)

199,568

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 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

住 民 側
(2,860,761件）

2,702,371

  ①   電子入札共同システムの運用状況

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 9,893 9,893

31,325 103 4,884 6,116 8,511 6,534 26,148

0

198,075 103 4,884 6,116 18,404 6,534 36,040

項目 (再)配当額

事業費 569,319 26,181 96,515 74,320 80,216 71,115 348,347

維持管理費 0

計 569,319 26,181 96,515 74,320 80,216 71,115 348,347

97,783 61,747 95,551 66,487 321,568

123,964 158,262 169,871 146,703 71,115 669,916

△ 123,861 △ 153,378 △ 163,755 △ 128,300 △ 64,582 △ 633,875

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 37 34 34 34

上記以外の職員 1 1

計（人） 37 35 34 35

配置職員数

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

4,421 2,981 2,374 3,175

　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

6 1 6 1

58 6 40 7

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

12箇所 0 0 12 1

24人 0 0 47 4

３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

 　　　 県土整備局内の予算の総括等について

項目 実績・進捗状況

　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
括を行います。

・定期監査・決算審査に係る監査事務局による職員調査に関
する諸事務を行いました。
・６月補正予算を編成しました。
・翌年度当初予算編成に向けた所要額の調整を行いました。

・定期監査･決算審査に関する諸事務を行いました。
・翌年度当初予算編成に向けた所要額の調整を行いました。

・翌年度当初予算の編成に取り組みました。

・平成28年度当初予算を編成し、記者発表を行いました。

　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。

項　目
（平成26年度実績）

実　績（利用件数）
累計

  ②   コールセンターの設置

実施件数
（15回）

14

（１）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

参加者数
（102人）

111

利用件数
（22,495件）

12,951

　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。

項　目
（平成26年度実績）

実　績（実施件数）
累計

調査員数（延べ人数）
（26人）

　　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。

13

51

項　目
（平成26年度実績）

年間計画
実　績（実施件数）

累計

調査対象箇所（延べ数）
（13箇所）



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

　工事系委託に係る最低制限
価格率のあり方について、国
や他自治体の動向を注視しな
がら、業界団体との意見交換
等を行い、適切な率のあり方
を検証します。

　工事系委託の業界団体と最低制限価格率のあり方などに
ついての意見交換を行いました。

　工事系委託の業界団体と意見交換を行いました。

　工事系委託の業界団体から提出された要望に対する回答
を行いました。

　工事系委託に係る最低制限価格率のあり方について検討
を行いました。

（２）入札・契約制度の見直しについて

公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）、公共工事の入札及び契約の適正化の促
進に関する法律（入契法）及び建設業法のいわゆる担い手３法の改正と発注関係事務の運用に
関する指針（運用指針）の趣旨を踏まえ、入札制度「かながわ方式」の更なる進化のための研
究・検討を行います。

項目 実績・進捗状況

いのち貢献度指名競争入札
の全庁での試行を踏まえ、入
札・契約制度の検証を着実に
進め必要な改善を図っていき
ます。

　各発注機関に第１四半期分の発注実績を照会し、指名業
者選定理由等の結果を取りまとめました。

　各発注機関(他部局を含む)に第２四半期分の発注実績を
照会し、契約実績や指名業者選定理由等の結果を取りまと
めました。

　各発注機関(他部局を含む)に第３四半期分の発注実績を
照会し、契約実績や指名業者選定理由等の結果を取りまと
めました。

　各発注機関(他部局を含む)に第４四半期分の発注実績を
照会し、契約実績や指名業者選定理由等の結果を取りまと
めました。

（３）発注の平準化に向けた取り組みについて

項目 実績・進捗状況

事業進捗のスピードアップ
や繰越縮減対策、発注時期の
平準化等の効果が考えられる
債務負担行為の柔軟な活用に
ついて検討します。

　ゼロ県債の拡大等、債務負担行為の柔軟な活用について
検討を行いました。

　ゼロ県債の拡大等、債務負担行為の柔軟な活用につい
て、引き続き検討を行いました。

　ゼロ県債の拡大等、債務負担行為の柔軟な活用につい
て、引き続き検討を行いました。

　平成２７年度２月補正予算においてゼロ県債の設定を行
いました。

　　①　債務負担行為の柔軟な活用による予算計上方法の改善検討



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

項目 実績・進捗状況

　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平成28
年度に到来することから、民
間データセンタの活用を想定
した次期システムへの更新準
備作業を進めるとともに、業
務改善に資するより使い勝手
の良いシステムとするための
改善について検討していきま
す。

　システムの移行日程及び移行方法を検討しました。

（４）サーバ等更新に向けた取組みとセキュリティの確保について

　　①　サーバ等更新に向けた取組み

(ｱ)契約から工事開始まで一定
の期間を確保することによ
る、工事の前倒し発注の検
討。
(ｲ)年度末までに、設計等発注
準備事務を終わらせ、年度当
初における発注の案件数を一
定数確保する方式の検討。
(ｳ)発注者支援業務を一年間の
通年契約として委託する事に
より、設計等の業務の計画的
な発注を確保する事について
研究します。

　債務負担行為によらない手法の導入による効果や問題点
について、研究・検討を行いました。

　債務負担行為によらない手法の導入による効果や問題点
について、引き続き研究・検討を行いました。

　債務負担行為によらない手法の導入による効果や問題点
について、引き続き研究・検討を行いました。

　債務負担行為によらない手法の導入による効果や問題点
について、引き続き研究・検討を行いました。

　　②　債務負担行為によらない手法の検討

項目 実績・進捗状況

　　②　セキュリティの確保

項目 実績・進捗状況

　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。

　災害対応訓練の準備を行いました。

　災害対応訓練、脆弱性診断を実施しました。(9月1日）

　インシデント対応訓練の準備を行いました。

　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)

　更新するシステムの概要について、事業者と検討しまし
た。

　次年度以降の県と市町村等との協定について、合意しま
した。

　次年度以降のシステム運用委託について、契約を締結し
ました。



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（５）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や連携
強化等を図る観点から、本庁及び出先機関職員が相互に交流し相手先所属の事務を経験する局
内お試しトレードを実施します。
また、不適正経理の再発防止と事務所の適正な経理事務の執行体制の確立を図り、経理担当

職員の資質向上と情報の共有化を図る観点から、研修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 実績・進捗状況

　土木事務所等職員との相互
研修派遣交流の実施します。
また、新任及び経験者工事契
約担当者研修、経験者管理事
務担当者研修、階層別研修、
経理事務担当職員意見交換会
を開催します。

　新任工事契約事務担当者研修を６月に実施しました（参
加者数15人）。

・管理課経理事務担当者研修（参加者数14人）、工事契約
事務担当者研修（参加者数12人）、経理事務階層別研修
（管理課担当者・工事契約課担当者・事業担当者）（参加
者数26人）を実施した。（実施時期：７月22日）
・県西土木事務所の工事契約課職員を受入れ、交流研修
（局内お試しトレード）を実施した。（実施時期：８月31
日・９月１日）

・経理事務階層別研修（課長・班長）（参加者数99人）を
実施した。（実施時期：10月22日・26日）
・管理課経理事務意見交換会（参加者数12人）、工事契約
事務意見交換会（参加者数10人）を実施した。（実施時
期：10月29日）
・厚木土木事務所、県西土木事務所に職員（各１人）を２
日間派遣し、交流研修（局内お試しトレード）を実施し
た。（実施時期：10月８日～９日）

－



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28年度当初予算を編成し、記者発表を行いました。
・入札・契約制度の見直しに向けて工事系委託に係る最低制限価格率
のあり方について検討を行いました。
・電子入札システムについて、インシデント対応訓練、脆弱性診断を
実施し、移行日程及び移行方法を検討を行いました。

　県民の「いのち」を守り、安全・安心の担い手となる「事業者育
成」の視点から、工事系委託に係る最低制限価格率など入札・契約制
度のあり方を検証するとともに発注の平準化に向けた検討を行いまし
た。
　また、サーバ等更新に向けた検討を行うとともに災害対応訓練、イ
ンシデント対応訓練、脆弱性診断を実施することにより、電子入札シ
ステムのセキュリティ確保の取組みを行いました。
　さらに、新任工事契約事務担当者研修を実施（参加者数15人）する
など、各階層において様々な研修を行うことにより、経理担当職員の
資質向上と情報の共有化を図りました。

・予算計上方法の改善や入札・契約制度の見直しに向けて引き続き情
報収集や意見交換を行いました。
・発注の平準化に向けて、引き続き検討を行いました。
・電子入札システムについて、災害対応訓練、脆弱性診断を実施し、
セキュリティ確保の取組みを行いました。
・経理担当職員の資質向上と情報の共有化を図る観点から、各階層に
おいて様々な研修を行いました。

045-210-6079連絡先（電話番号）

所属長評価

・予算計上方法の改善や入札・契約制度の見直しに向けて情報収集や
要望に対する回答を行いました。
・発注の平準化に向けて、検討を行いました。
・電子入札システムについて、サーバ等更新に向けた検討及びセキュ
リティ確保の取組みを行いました。
・新任工事契約事務担当者研修を実施し（参加者数15人）、経理事務
担当職員の資質向上を目指しました。

・翌年度当初予算の編成及び入札・契約制度の見直しに向けて引き続
き情報収集や意見交換を行いました。
・電子入札システムについて、インシデント対応訓練を実施し、セ
キュリティ確保の取組みを行いました。
・経理担当職員の資質向上と情報の共有化を図る観点から、各階層に
おいて様々な研修を行いました。


