
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

（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。

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/0722/

所属のホームページ

建設リサイクル課

室・課（出先は所属）名

建設リサイクル課は、主に次の仕事をしています。               

  

 ① コンクリート塊・木材等の建設資材の「リサイクル」を進めています。 

  ・解体工事現場における分別解体の実施状況の確認、無届け解体工事の発見を目的とした 

   パトロール等                    

 ② 公共建設発生土受入地の整備を進めています。 

  ・公共建設工事から発生する公共建設発生土の受入地の公募等 

 ③ 建設発生土の「適正処理」を進めています。 

  ・土砂の埋逃げ等の土砂の不適正処理を未然に防止するための監視パトロール等 

第１号様式 
所属進行表 

H26年度のコラボ事業で誕生した建R（建設リサイクル）キャラクター 

（県立神奈川工業高等学校の生徒さん作成） 

あかゲラさん エコぽん まゆ建くん ゆりいぬ 
カンガルー親子 

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

1,480 920 920

0

0

1,480 0 920 0 0 0 920

項目 (再)配当額

事業費 3,220 228 501 382 964 132 2,206

維持管理費 0

計 3,220 228 501 382 964 132 2,206

34,266 23,546 36,368 24,826 119,006

34,494 24,047 36,750 25,790 132 121,212

△ 34,494 △ 23,127 △ 36,750 △ 25,790 △ 132 △ 120,292

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

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 12 13 13 13

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 14 15 15 15

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0722/


Ⅳ　業務実施状況

1   建設リサイクル法に基づく、解体工事現場のパトロール

前年度実績 今年度実績

第１・四半期 5 5

第２・四半期 5 5

第３・四半期 5 5

第４・四半期 5 5

前年度実績 今年度実績

第１・四半期 77 75

第２・四半期 75 78

第３・四半期 77 70

第４・四半期 77 65

３　業務実績

　①　公共工事での建設リサイクル認定資材の率先利用に関する事務について

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

　募集案内を関係団体及び業界紙に周知しました。

　建設リサイクル認定資材の募集を行ったが、応募はあ
りませんでした。（募集期間：H27.7.８～7.24）

　建設リサイクル認定資材の募集についての応募に係る
事前相談を受けました。

　県土整備局公共工事グリー
ン調達基準における認定対象
品目の中から、建設リサイク
ル認定資材の募集を行いま
す。 建設リサイクル認定資材の募集を行い、９資材応募があ

りました。（募集期間：H28.2.3～2.19）
　建設リサイクル資材評価委員会(H28.3.18)の承認を経
て、建設リサイクル認定資材に認定しました。
(H28.3.25)

　現場の状況、業者の動向等について、事務所等への連
絡を7件行いました。

　現場の状況、業者の動向等について、事務所等への連
絡を11件行いました。

時期

　現場の状況、業者の動向等について、事務所等への連
絡を8件行いました。

　現場の状況、業者の動向等について、事務所等への
連絡を7件行いました。

　解体工事現場における分別解体の実施状況の確認や、届出されていない解体工事を発見する目的
でパトロールを実施します。（※パトロールは、建設リサイクル課が各土木事務所のパトロールに
同行したもの）

　分別解体等を徹底するため、全国一斉パトロールを実
施し、行政指導を７件行いました。

パトロール回数
時期 実　績

　分別解体等を徹底するため、県独自の合同パトロール
を実施し、行政指導を９件行いました。

　分別解体等を徹底するため、全国一斉パトロールを実
施し、行政指導を３件行いました。

分別解体等を徹底するため、県独自の合同パトロールを
実施し、行政指導を７件行いました。

パトロール回数
実　績

２「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」に基づく、土砂の不法投棄の未然防止や拡大防止のた
めの監視パトロール

　違反行為の未然防止や拡大防止のための監視パトロールを実施します。



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

　④　建設リサイクル施策の啓発推進、建設産業の魅力発信について

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

　「かながわの建設リサイク
ル」に係る啓発冊子（建Ｒ
ブックレット）を活用した出
前講座などの啓発活動を将来
の県土を支える高校生・建設
産業界の若手エンジニアを対
象に実施します。

　7月に開催予定の工業高校生向け出前授業について、
工業高校と調整を行いました。
　工業高校とのコラボによる「建Ｒ啓発コラボ’14－
‘15」として「建設　ものづくり・リサイクル　セット
で　学ぼう・進めよう!!!」をテーマとした啓発パネ
ル・ポスター(昨年度制作)の広報・啓発を進めました。

   建Ｒブックレットを事業者向け講習会等で活用する
とともに、第１・四半期に調整を行った工業高校生向け
出前授業を実施し、建設リサイクルについて理解を深め
ました。また、インターンシップ実習生を受け入れ、課
のホームページの刷新及び広報啓発用ポスター・チラシ
制作に協力いただき、建設リサイクルに係る広報啓発を
進めました。
 第２・四半期にインターンシップ実習生が制作した広
報啓発用ポスター等を12月に県政情報センターで展示
し、建設リサイクルに係る広報啓発を進めました。

 第２・四半期にインターンシップ実習生が制作した広
報啓発用ポスター等を３月に県政情報センターで展示
し、建設リサイクルに係る広報啓発を進めました。

　②　「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の運用に係る土木（治水）事務所（セン

　　ター）への指導等に関する事務について

 土木（治水）事務所（セン
ター）への指導･助言、研修
等の実施、市町村との連携等
を行います。

項目 実績・進捗状況

  土木（治水）事務所（センター）の担当職員向けに県
土砂条例の研修を実施しました。
  県内各市町村との連携を円滑に進めるための諸事務を
行いました。

　市町村との連携の一環として県・町合同での監視パト
ロールを実施しました。
　土木（治水）事務所（センター）へ条例の運用につい
て指導し、業者への的確な指導を行いました。

 市町村との連携の一環として県・町合同での監視パト
ロールを実施しました。
　県内各市町村との連携を円滑に進めるための会議開催
に向けた準備等を行いました。

 市町村との連携の一環として県・市合同での監視パト
ロールを実施しました。
　県内各市町村との連携を円滑に進めるために各地域で
連絡調整会議を開催し、情報交換、意見交換を行いまし
た。

　③　公共建設工事により発生する発生土の適正な処理を推進するための受入地の整備に

項目 実績・進捗状況

  県及び市町から発生する公
共建設発生土を適正に処理す
るため、公共建設発生土受入
地が不足している地区の受入
地の新規開設を行います。

　公共建設発生土受入地が不足している地区を対象に、
新規受入地の公募を実施しました。
（公募期間：H27.6.1～6.30）
　公募の結果、応募はありませんでした。

　公共建設発生土受入地の新規開設に向けて、関係機関
と調整を行いました。

　公共建設発生土受入地が不足している津久井・相模原
地区において、新規受入地を１ヶ所開設しました。

　公共建設発生土の新規受入地の開設について、建設発
生土関係会議（建設発生土運営会議（３月））に諮り、
今後も引き続き公募及び関係機関との調整を図ることの
承認を得ました。

　　関する事務について



【インターンシップ実習生が制作した広報啓発用ポスターの展示】

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

【工業高校生向け出前授業】

所属長評価

 建設リサイクル法対象建設工事現場の分別解体の実施
状況を確認するとともに無届け工事の発見に努めまし
た。
　土砂条例の運用については、担当者向けの実践に着眼
した研修を通し指導の徹底ができたと考えます。

　未来のかながわの建設業を担う高校生が、リサイクル
意識を高める啓発活動としての出前事業を通し、建設業
の役割について理解を深めたと考えます。

　建設リサイクル法に基づく適正な分別解体実施の確認
や建設発生土の適正処理手続きが関係機関と連携して行
えたものと思います。
　建設リサイクル等に関する広報啓発については、イン
ターンシップ実習生によるアイデア等により工夫を凝ら
し、県民に対してわかりやすい内容になっているものと
考えます。

　土砂の適正な処理に関する運営等については、県内各
市町村との連携を図るため、地域ごとに連絡調整会議を
開催するなどし、現場の声を拾い上げる上での情報交換
が緊密に実施できたものと考えます。
　また、公共工事グリーン調達基準における認定資材の
啓発普及を通し、新たな建設リサイクル認定資材の認定
が行えたことで、広く企業の要望に沿った運営が行えた
ものと解します。
　このように関係機関との連携を通し、土砂条例の指
導・啓発、建設リサイクル法の適正な運営に寄与したも
のと考えます。



総合評価

連絡先（電話番号） 045-285-3203

所属長評価

 公共工事における建設リサイクルの推進は、資源の循
環による限られた資源の有効活用につながるものであ
り、これまでの具体の啓発事業や分別解体実施の確認を
確実に実施することで、建設廃棄物の適正処理に寄与す
るものと言えます。
 建設発生土の適正な処理に向けた具体の働きかけの一
つとして各市町村との連携協力を図る目的で、地域に根
ざした会議等を実施することができました。その中で各
市町村が抱える問題や違法投棄の未然防止に繋がる具体
の取り組みについて緊密なる情報交換が可能になったと
考えられ、土砂条例のより適正な運営が行われているも
のと解します。


