
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）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28年４月１日～平成29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

項目 (再)配当額

事業費 120,859 10,924 28,980 28,446 29,080 18,420 115,850

維持管理費 0

計 120,859 10,924 28,980 28,446 29,080 18,420 115,850

78,110 52,581 81,480 55,570 267,741

89,034 81,561 109,927 84,650 18,420 383,591

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

計　（注２）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 26 26 26 26

上記以外の職員 15 15 15 15

計（人） 41 41 41 41

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

404 371 357 368

302 332 353 295

1,542 1,547 1,546 1,409

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

　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

644 1,270 1,572 1,127

715 1,231 1,564 1,140

　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

28 39 32 30

22 24 29 25

4,650

累計

累計

1,500

前年度

審査通知（単位；件）

1,282
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5,795

累計

4,613
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項目
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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

88 91 89 82

92 87 75 73

463 511 429 509

165 202 175 209

　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。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

739 295 207 1,014

926 275 264 971

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

35 23 16 20

38 21 18 33 110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、

2,255

2,436

累計

94

累計

前年度

項目
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（単位；件)

前年度
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（単位；件)
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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

9,956 9,100 12,182 8,959

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

4,618 4,352 4,033 4,493

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

　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

10,460 10,814 12,233 12,589

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

1,227 1,407 1,335 1,406

1,264 1,071 1,038 1,042前年度 4,415

17,045

累計

46,096

50,189

5,375

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

40,197

37,243

17,496

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

第２・
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、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
社会保険担当部局（日本年金機構及
び神奈川労働局）への通報を行いま
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、県民の方を対象とし
たパンフレットを一新し、県内の市
町村や文化施設等に配布するととも
に、ふれあい体験ツアーの８月開催
に向け準備を進めました。

　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、８月に神奈川県
社会保険労務士会と連携して社会保
険未加入に関する無料の電話相談、
建設業団体や建設企業が実施する労
働安全大会等への講師派遣等の支援
策を開始しました。
　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
対象にした建設現場を見学するバス
ツアーを実施し、保護者を含む41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
に向けた調整を進めるとともに、11
月に実施を予定している建設現場で
の優れた取組み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

第４・
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。

　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
報を行うとともに、12月の営業所へ
の立入検査において、特定建設業者
に対し下請業者等への加入について
指導を行いました。
　また、建設業者への指導について
は、改正された一括下請負の運用や
監理技術者制度運用マニュアルの周
知等を進めるとともに、11月に適正
取引に係る講習会を実施しました。
　協議会では、建設現場においてイ
メージアップに向けた優れた取組を
行った12団体及び建設現場で働く優
れた技能者10名の方について11月25
日に表彰を行いました。
　また、建設業の魅力を周知・啓発
するため、現場見学会と一体化させ
た出前授業を、11月２日に向の岡工
業高校、12月15日に藤沢工科高校で
実施するとともに、建設現場で活躍
する女性技術者へのインタビュー等
の準備を進めました。
　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78名でした。

　社会保険未加入業者への指導につ
いては、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局へ
の通報を行いました。
　構造改善支援事業については、
「人材育成」をテーマに経営管理者
研修を２月14日に開催し、参加者は
75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
で開催された建設関連就職フェアの
広報に協力し、ホームページで参加
者募集を行うとともに、３月に県立
藤沢工科高校において、地元で活躍
する若手の技術者や建築士等の協力
を得て、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、表彰
の実施結果の紹介や建設業の魅力等
を伝えるンフレットを作成を行いま
した。



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

所属長評価

  建設業許可等については、解体工事業の追加などの改正建
設業法の６月施行に伴う関係規則の一部改正、許可や経営事
項審査の申請手引き等を作成し、改正後の円滑な許可申請等
の事務処理を進めることができました。

  また、社会保険未加入対策については、引き続き、許可申
請時や発注者からの通報により、未加入が判明した事業者へ
の指導及び未加入を継続する業者について社会保険担当部局
への通報を着実に進めることができました。

　さらに、建設業のイメージアップについては、内容を一新
したパンフレットを県内の市町村等に配布することで、県民
の皆様に建設業の魅力や役割をＰＲに努めることができまし
た。

　建設業等の許認可事務については、引き続き、適切かつ円
滑な事務処理を進めることができました。
　また、社会保険未加入対策については、加入指導や社会保
険担当部局への通報等を着実に実施するとともに、神奈川県
社会保険労務士会のご協力の下、無料相談窓口の開設等によ
り、より一層、社会保険への加入促進に向けて取り組むこと
ができました。
　また、建設業のイメージアップについては、天候には恵ま
れませんでしたが、41名の親子の方々が参加され、現場見学
や建設機械等の操作体験等を通じて、建設業の魅力の一端を
お伝えできたと考えています。

  建設業等の許認可事務については、引き続き、適切かつ円
滑な事務処理を進めることができました。
　また、社会保険未加入対策については、加入指導や社会保
険担当部局への通報等を着実に実施するとともに、立入検査
において、特定建設業者に対して下請業者の加入について指
導を実施するなど、より一層、社会保険への加入促進に向け
て取り組むことができました。
　また、建設業のイメージアップについては、11月に建設現
場での優れた取組みや優秀な技能者の方々を表彰するととも
に、多くの工業高校生に現場見学と出前授業を行うことで、
より一層、建設業における現場での様々な取組みや魅力をお
伝えできたと考えています。

  建設業等の許認可事務については、引き続き、適切かつ円
滑な事務処理を進めることができました。
　また、社会保険未加入対策についても、引き続き、加入指
導や社会保険担当部局への通報など、社会保険への加入促進
に向けた取組みを着実に実施することができました。
　また、建設業のイメージアップについては、地元で活躍す
る若手の技術者や建築士等が工業高校を訪問し、生徒に直
接、建設業の役割や魅力を語っていただく出前授業を実施す
るとともに、建設業の魅力等をわかりやすく伝えるパンフ
レットを作成するなど、効果的な取組みを行うことができた
と考えています。



総合評価

　 連絡先（電話番号） 045－285－4245

  建設業許可等については、解体工事業の追加などの改正建
設業法の６月施行に伴う関係規則の一部改正、許可や経営事
項審査の申請手引き等を作成して、改正後の円滑な事務処理
に向けた対応を図るなど、許可申請等の事務処理を適切かつ
円滑に進めることができました。
  また、社会保険未加入対策については、許可申請時や発注
者からの通報により、未加入が判明した事業者への指導及び
未加入を継続する業者について社会保険担当部局への通報を
着実に実施するとともに、立入検査において、特定建設業者
に対して下請業者の加入について指導を行うなど、社会保険
への加入促進に向けた取組を進めました。
　さらに、建設業のイメージアップについては、小中学生と
その保護者を対象とした、建設現場を見学する体験ツアー
や、地元で活躍する若手の技術者や建築士等が工業高校を訪
問し、生徒に直接、建設業の役割や魅力を語っていただく出
前授業を実施するとともに、建設業の魅力等をわかりやすく
伝えるパンフレットを作成するなど、県民の皆様に建設業の
魅力や役割を効果的にＰＲすることができたと考えていま
す。


