
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　社会環境実態調査を踏まえた立入調査の実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

87 － － 86 100

85 － － 38 89

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属
センター名 部　　名

横須賀三浦地域県政総合センター 総務部

改善率 100

（前年度実績） 89

　　カラオケボックス・インターネットカフェ・書店等を対象に、社会環境調査結果を踏まえた立入

　調査を実施し、要指導項目を改善していきます。

項目
年間目標
（計画）

要指導項目の改善率　　　　　　　　　　　　（単位：％）

累計

第１号様式

所属進行表

総務部長の竹村です。

総務部は、主に次の仕事をしています。

①当センターの各課が行っている事業が円滑に進むよう、人事、給与、予算、

決算、経理などの業務を行っています。

②地域の方が安全で安心に暮らせるための災害対策、青少年の非行防止活

動の推進などに取り組んでいます。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 20 20 20 20

上記以外の職員 5 5 5 5

計（人） 25 25 25 25

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

項目 (再)配当額

事業費 929,769 53,743 116,329 121,951 283,778 353,970 929,769

維持管理費 36,310 4,408 8,994 8,344 11,250 3,314 36,310

計 966,079 58,151 125,323 130,294 295,027 357,283 966,079

176,344 118,006 181,279 121,761 597,390

234,495 243,328 311,574 416,788 357,283 1,563,469

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



２　防災関係機関の連携強化

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

  「三浦半島地区広域防災対策推進連絡
協議会」や「横須賀三浦地域防災関係機
関意見交換会」など、管内の防災関係機
関による会合に参加するとともに、市町
の実施する訓練に積極的に参加・協力
し、顔の見える関係を充実・強化してい
きます。   10月に「三浦半島地区広域防災対策推進連

絡協議会」の構成機関が集まり、東京臨海広
域防災公園を視察しました。
 11月に開催された「横須賀港危機管理メン
バー会合」に参加し、港湾危機管理対策の取
組状況について関係機関と意見交換を行いま
した。
  12月に開催された「日米合同原子力防災訓
練」に参加し、関係機関の連携強化及び対処
能力の向上を図りました。

　１月に開催された「県・横須賀市合同原子
力防災訓練」に参加し、関係機関の連携強化
及び対応能力の向上を図りました。
　１月に開催された葉山町との災害対策本部
図上訓練、さらには３月に開催された横須賀
オフサイトセンター図上訓練に参加し、ス
タッフとして進行や運営に協力しました。
　３月に「横須賀三浦地域防災関係機関意見
交換会」を開催して普及・啓発施設見学や意
見交換を行い、管内防災関係機関との顔の見
える関係を強化しました。

  ５月に開催された管内市町の防災主管部長
を構成員とする「三浦半島地区広域防災対策
推進連絡協議会」に出席し、今年度の防災訓
練・講演会の計画、熊本地震の被災地支援状
況に関する情報交換などを行いました。
  ６月に開催された地域原子力防災関係機関
の情報連絡会に参加し、関係機関の連絡先の
確認、原子力防災活動の年間計画などについ
て情報交換しました。
  ７月に開催する管内市町、海上保安庁、自
衛隊、県警、消防等の防災関係機関の実務担
当者による「横須賀三浦地域防災関係機関意
見交換会」に向けた日程調整、テーマ設定等
を行いました。
  また、三浦市が県と共同で実施する地震対
策図上訓練に関する事前調整を、総合防災セ
ンターとともに行いました。

  ７月に「横須賀三浦地域防災関係機関意見
交換会」を開催し、管内防災関係機関との顔
の見える関係を強化しました。
  ７月に開催された逗子市との津波対策訓練
や三浦市との地震対策図上訓練、さらには９
月に開催された横須賀市とのビッグレス
キューかながわに参加し、スタッフとして進
行や運営に協力しました。



３　大規模災害に備えた実践的な訓練等で応急対策を充実・強化

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

　災害発生時の応急活動を円滑に実施す
るため、連絡調整班や広域防災活動拠点
など現地災害対策本部関係の立上げ・運
営訓練を実施します。
  また、防災関係の研修やセミナーに参
加し、災害対応に関する知識を強化しま
す。

　４月に防災業務説明会を開催し、異動者や
新規採用者を対象に現地災害対策本部の役割
や、共通座標としてのＵＴＭ座標について説
明しました。
  ５月に職員参集報告訓練を実施し、メール
等による参集報告ルールの周知・徹底を図り
ました。
  ６月に「三浦半島地域防災懇話会」に参加
し、横須賀市上下水道局及び市内管工事協同
組合員による熊本地震での支援活動報告など
を聴講しました。

  ７月に広域防災活動備蓄拠点運営訓練、８
月に広域防災活動拠点運営訓練、９月に連絡
調整班運営訓練を実施し、現地災害対策本部
の災害対策機能を充実・強化しました。
  ７月に市町連絡員を、８月にセンター職員
を対象とした参集報告訓練を実施し、メール
等による参集報告ルールの周知・徹底を図り
ました。
  ７月に防災啓発中央研修会に、８月に三浦
半島地域防災講話会に参加し、地震災害に関
する講演を受講しました。また、７月の意見
交換会に国土地理院関東地方測量部の防災課
長を招き、三浦半島の災害の特徴や、大規模
災害に対する国土地理院の取組等について学
びました。

  10月にヘリコプター臨時離着陸場運営訓
練、11月に帰宅困難者一時滞在施設開設訓練
を実施しました。
　11月の緊急参集訓練に併せ、総務班、連絡
調整班及び各拠点の開設・運営訓練を実施し
ました。
  10月に原子力防災基礎研修、11月に原子力
災害対策要員研修を受講し、専門知識を要す
る原子力災害に備えました。

　３月に連絡調整班及び市町連絡員による情
報受伝達を中心とした図上訓練や、共通座標
としてのＵＴＭ座標及び通信機器等の取扱い
に関する習熟訓練を実施し、現地災害対策本
部の災害対策機能を充実・強化しました。ま
た、３月に職員参集報告訓練を実施し、メー
ル等による参集報告ルールの周知・徹底を図
りました。

防災に関する訓練の様子（平成28年

９月30日実施 現地災害対策本部連

絡・調整班運営訓練）



４　活力ある職場づくり・クロスファンクション

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

  職員の見識を広め、自己の業務遂行の
参考とするため、若手提案チームを設置
するほか、他部課の業務体験を行うな
ど、クロスファンクションの取組みを進
めます。

５月16日に危険木伐採工事、土壌汚染改良工
事について、所管課であるみどり課及び環境
課が、それぞれ所管課以外の職員（計７名）
とともに現場に入り、業務を行うとともに、
現場説明を行いました。
６月８日に三崎漁港一斉清掃を、所管課であ
る企画調整課以外の職員（計７名）とともに
行いました。

７月12日　県民・防災課主催の防災講演会
　（講師：国土地理院）を実施しました。
　（所管外職員３名出席）
８月１日　部課を横断した若手職員研修を実
　施しました。（11名出席）
８月29日　部課を横断した若手職員研修を実
　施しました。（13名出席）
９月５日　部課を横断した若手提案チームを
　立ち上げました。（メンバー５名）
９月13日　広報研修会を実施しました。（所
　管外職員を含め16名出席）
９月15日　農政部主催オリジナルアイスの試
　食アンケートに協力しました。（所管外職
　員12名参加）

10月5日　農政部主催オリジナルアイスの試食
　アンケートに協力しました。（所管外職員
　20名参加）
10月25日　三崎漁港一斉清掃を、所管課であ
　る企画調整課以外の職員（計５名）ととも
　に行いました。
12月2日　農政部主催の大根等の収穫体験に参
　加しました。（所管課外職員４名参加）

１月24日　農政部の現地調査研修に、農政部
　以外の職員（２名）が参加しました。
２月10日　女性ビジネスネットワークキック
　オフイベントに、所管している企画調整部
　以外の職員（３名）が参加しました。
３月７日　部課を横断した若手提案チーム
　（メンバー５名）の提案発表会を行いまし
　た。
３月10日　県民・防災課主催のＵＴＭ座標を
　使った連絡調整班運営訓練に参加しまし
　た。（所管外職員７名参加）

危険木伐採工事の現場説明の様子

（平成28年５月16日実施）



５　庁舎の維持・管理業務

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　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

項目 実績・進捗状況

　横須賀合同庁舎の庁舎管理者として、
庁舎の維持・管理などを行います。

　庁舎の適正管理に必要な設備等の点検、修
繕を行いました。

　引き続き、庁舎の適正管理に必要な設備等
の点検、修繕を行いました。

　庁舎の２台のエレベーターについて、安全
性を保つため、劣化した部品を全て交換する
修理工事を行いました。
　また、12月には合同庁舎自衛消防隊による
消防訓練を実施しました。

　２月に経年劣化で腐食した消防設備の修理
工事を行いました。
　また、３月には庁舎の電話交換機及び関連
機器の更新工事を行いました。

連絡先（電話番号） 046-823-0244

部長評価

　防災対策について、関係機関との連携強化を目的とした会議の開
催、実践的な訓練等の実施に向け、着実に準備を進めることができま
した。

  防災対策について、現地災害対策本部関係の訓練や、管内防災関係
機関による意見交換会での国土地理院職員の防災講話などにより、応
急対策や防災知識を充実・強化しました。

  防災対策については、緊急参集訓練に併せて、現地災害対策本部関
係の訓練を集中して実施しました。
　青少年指導育成については、青少年の健全育成のための立入調査を
実施し、要指導項目の改善を着実に進めました。
　庁舎維持管理については、経年劣化が問題となっていた、エレベー
ターの修理が完了しました。
　いずれの取組みについても、計画どおり進めることができました。

  防災対策について、現地災害対策本部関係の訓練、また、管内防災
関係機関との訓練及び意見交換会などにより、対応能力の向上や防災
知識を充実・強化しました。
　青少年指導育成については、青少年の健全育成のための立入調査を
実施し、要指導項目の改善を着実に進めました。
　庁舎維持管理については、電話交換設備の更新が計画どおり完了し
ました。

  防災対策について、計画どおり訓練を実施するとともに、管内防災
関係機関との訓練及び意見交換会などにより、関係機関との連携強化
及び対応能力の向上を図りました。
  青少年指導育成については、青少年の健全育成のための立入調査を
実施し、要指導項目の改善を着実に進めました。
  庁舎管理については、エレベーターの修理や電話交換設備の更新を
計画どおり行いました。
　年間を通じて計画的な予算執行を行うとともに、適切な庁舎管理を
行うことができました。


