
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27年４月１日～平成28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

36 3 7 1 10 3 25

収入科目 収入済額

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

36 3 7 1 10 3 25

1

0

36 3 8 1 10 3 26

項目 (再)配当額

事業費 122,677 10,275 29,573 29,827 29,290 17,790 116,755

維持管理費 0

計 122,677 10,275 29,573 29,827 29,290 17,790 116,755

76,231 51,162 77,763 54,146 259,301

86,505 80,735 107,590 83,436 17,790 376,056

△ 86,502 △ 80,727 △ 107,589 △ 83,426 △ 17,788 △ 376,031

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 27 26 26 26

上記以外の職員 14 14 14 14

計（人） 41 40 40 40

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

302 332 353 295

325 289 254 254

1,644 1,485 1,434 1,232

698 608 952 1,539

累計

1,282

1,122

5,795

3,797

前年度

建設業更新許可
（単位；件)

前年度

建設業新規許可
（単位；件)

項目
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前年度

建設業更新許可

（単位；件)

前年度

　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

715 1,231 1,564 1,140

661 1,367 1,542 1,064

　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

22 24 29 25

11 13 13 22

4,634

累計

前年度

審査通知（単位；件）

累計

4,650

100

59

項目

項目

開催回数（単位；件）

前年度



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

92 87 75 73

86 81 84 63

165 202 175 209

192 156 177 148

　②　宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引士の登録を行っています。

累計

前年度

新規免許許可
（単位；件)

前年度

更新免許許可
（単位；件)

327

314

751

673

項目
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新規免許許可

（単位；件)

前年度

更新免許許可

（単位；件)

前年度

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

926 275 264 971

492 297 322 1,070

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

38 21 18 33

33 21 23 19 96前年度

項目

　公告数（単位；件)

宅地建物取引士登録
（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、

2,436

2,181

累計

110

項目 累計



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

10,577 9,866 9,227 7,573

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

4,527 4,084 3,947 4,487

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

　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

10,570 13,237 12,694 13,688

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

1,264 1,071 1,038 1,042

1,194 1,275 749 901前年度 4,119

14,603

累計

50,189

46,519

4,415

建設業関係
（単位；件）

前年度

宅建業関係
（単位；件）

前年度

項目

累計

37,243

19,618

17,045

建設業関係
（単位；件)

前年度

宅建業関係
（単位；件）

項目



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

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、許可等の申請時に加入につ
いて確認を行い、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。
　また、４月からの下請契約を行う
公共工事における施工体制台帳の作
成義務化に伴い、県の発注機関に施
工体制台帳で未加入業者を確認した
場合の通報を要請しました。
　構造改善支援事業については、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、昨年度に実施した出
前授業の結果や県内の建設現場で働
く女性技術者へのインタビュー映像
を協議会のホームページに掲載する
とともに、８月に開催するバスツ
アーの参加者募集を行いました。

　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・指導と社会保険担当部局への通
報を行うとともに、７月に行われた
建設業者を対象とした研修会での社
会保険未加入対策の周知や、８月に

第２・
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。

会保険未加入対策の周知や、８月に
行われた市町村の発注部局を対象と
した説明会での社会保険未加入業者
を確認した場合の通報についての協
力要請を行いました。
　構造改善支援事業については、7
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、８月に児童･生徒を
対象にした産業機械の製造施設と建
設現場を見学するバスツアーを実施
し、保護者を含む60名に参加してい
ただきました。
　また、出前授業については実施方
法や内容の検討や現場技術者の協力
を得るための調整を行うとともに、
11月に行う建設業者や技能者の方々
への表彰事業の準備を進めました。



第３・
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・指導や社会保険担当部局への通
報を行いました。
　また、11月に講習会を開催すると
ともに、12月に営業所への立入検査
を行い、建設業の適正取引に向けた
取組みを実施しました。
　協議会では、建設現場におけるイ
メージアップに向けた優れた取組み
と優秀な技能者の方々を表彰するた
め、10月に審査委員会で選考を行
い、11月19日に優れたイメージアッ
プの取組み13件と優秀技能者５名、
青年優秀技能者３名の表彰を実施し
ました。
　また、建設業の魅力を周知・啓発
を図るため、12月16日に県立向の岡
工業高校において、現場で働く技術
者の協力を得て出前授業を実施しま
した。
　構造改善支援事業については、協
議会の表彰式に引き続いて、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。

　社会保険未加入業者への指導につ
いては、1月以降に許可の更新期限
を迎える法人業者に対し、報告期限
を６月までとする指導の前倒しを行
うとともに、引き続き、新規等許可
申請者及び発注者から通報のあった
業者に対する指導や社会保険担当部

第４・
四半期

業者に対する指導や社会保険担当部
局への通報を行いました。
　構造改善支援事業については、
「女性活用」をテーマに経営管理者
研修を２月12日に開催し、参加者は
38名でした。
　協議会の事業については、建設業
の魅力の周知等を図るため、横浜市
の現場見学会の広報に協力し、協議
会のホームページで参加者募集を行
うとともに、３月には県立藤沢工科
高校において、地元建設業者の若手
技術者等の協力を得て、２回目の出
前授業を実施しました。
　また、対象となる方に伝わりやす
い戦略的な広報を進めるため、学生
の方を対象とした、建設業の魅力等
を伝える新たなパンフレットの作成
を進めました。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・
四半期

第２・
四半期

  ４月から建設業許可更新申請、届出等の郵送受付を開始
し、受付窓口の昼休み時間の開庁、地域担当の廃止など新た
な受付体制をスタートさせました。

  また、社会保険未加入対策については、未加入が判明した
事業者への指導を引き続き実施するとともに、県発注機関に
施工体制台帳で未加入業者を確認した場合の通報を要請し、
未加入業者への早期指導に向けた仕組みづくりを行うことが
できました。
　さらに、建設業のイメージアップについては、昨年度実施
した出前授業の結果や県内の現場で働く女性技術者へのイン
タビュー映像を協議会のホームページに掲載するなど、県民
のみなさまに、よりアピールするための取組みを進めまし
た。

　建設業許可では、郵送申請等新たな受付体制の開始による
混乱はありませんでしたが、建設業法の改正に伴う申請数の
一時的な急増に対応しきれず、審査に遅れが生じてしまいま
した。
　社会保険未加入対策については、事業者への指導等ととも
に、市町村や関係団体に未加入業者の通報を行うように働き
かけるなど、着実に進捗を図ることができました。
　また、８月の現場見学のバスツアーは、横浜市、JFEエン
ジニアリングの協力の下、酷暑の中で、事故なく実施するこ
とができ、参加した児童・生徒に、建設業に興味を持ってい
ただくことができたと思います。

第３・
四半期

第４・
四半期

所属長評価

　建設業許可では、申請数の一時的な急増のため審査に遅れ
が生じていましたが、審査手順の工夫で審査期間の短縮を図
ることができました。
　建設業者へ指導については、社会保険未加入対策を着実に
進めるとともに、講習会の開催や営業所への立入検査にを行
い、建設業における適正取引の推進に努めました。
　また、協議会で実施した出前授業では、現場での技術者の
仕事ぶりなどを加えるなど工夫したことで、工業高校生の方
にとって、わかりやすく、より魅力的な内容に改善すること
ができたと思います。

 建設業許可については、新規申請の審査期間は概ね遅れを
解消でき、併せて、平成28年６月の「解体工事業」の業種追
加に伴う建設業の許可申請の手引きの改定作業も着実に進め
ることができました。
　建設業者に対する指導等については、社会保険未加入業者
への加入指導や通報を着実に進めるとともに、経営管理者研
修会を開催し、建設業における構造改善の促進に努めまし
た。
　また、協議会において、高校生以上の方を対象に建設業の
役割や役割を伝える新たなパンフレットを作成するととも
に、工業高校での出前授業や女性技術者への取材を行い、建
設業のイメージアップに向け取組みを進めることができたと
思います。



総合評価

　 連絡先（電話番号） 045－285－4245

　建設業許可・宅建業免許においては、今年度より、昼休み
時間帯の受付窓口の開庁や郵送受付などの新たな受付体制
を、混乱等なく円滑な受付事務を進めることができました。
　建設業許可においては、６月の改正建設業の施行に向け、
許可申請の手引の改定など事前の事務を着実に進めることが
できました。
　建設業者に対する指導については、社会保険未加入対策を
着実に進めるとともに、建設業の現状に即した内容の研修会
開催など、建設業の適正取引や構造改善の促進が図れたと考
えています。
　また、協議会においては、若手技術者の講演を組み込んだ
出前授業の実施など、建設業の魅力や役割等のアピールを進
めることができたと考えています。


