
 

作成日 平成18年6月2日

作成者 前川　正隆

成果・活動指標 実績（平成16年度） 実績（平成17年度） 目標（18年度） 困難度 業務割合

　工事成績の評定点の向上 　工事成績評定 　工事成績評定 　工事成績評定 シート名 業務割合

　　平均点　　７４．１点 　　平均点　　７３．３　点 　　平均点　　７５　点 Ｓｈｅｅｔ１ 100%

Ｓｈｅｅｔ２

　工事費500万円以上の 　工事費500万円以上の Ｓｈｅｅｔ３

　完成検査の執行率　　９４．６％ 　完成検査の執行率　　９１．８％ 合計 100%

　（　検査件数　　283件） 　（　検査件数　　246件）

　（　執行率　283件/299件） 　（　執行率　246件/268件） 総労働時間数 15,092

所属正職員人数 5

   〃   (管理職除く） 2

年間所定労働時間数 1,960

所属平均時間外数（月平均） 8.0

所属平均年休、夏特日数 18.2

全再任用職員総労働時間数 3,430

全臨時職員総労働時間数 1,200

年間兼務検査職員時間数 1,200

２桁 ４桁

01010101 工事費工事費工事費工事費500500500500万円以上万円以上万円以上万円以上のののの完成検査完成検査完成検査完成検査のののの執行率執行率執行率執行率 　　　　執行率執行率執行率執行率　　　　９４９４９４９４．．．．６６６６％（％（％（％（283283283283////299299299299）））） 　　　　執行率執行率執行率執行率　　　　９１９１９１９１．．．．８８８８％（％（％（％（246246246246////268268268268）））） 　　　　完成検査完成検査完成検査完成検査のののの執行率執行率執行率執行率　　　　８５８５８５８５％％％％以上以上以上以上 BBBB 80%80%80%80% 12073.612073.612073.612073.6

0101 　500万円以上の完成検査件数
　検査室　２０７件（210件中）
　水道局　　７６件（　89件中）
　　計　　　２８３件（299件中）

　市長部局　　　 ９７件（１１２件中）
　上下水道局　１４９件（１５６件中）
　　計　　　　　　２４６件（２６８件中）

　２５０　件 B 40% 4829.4

0102
　500万円以上のその他検査件数

  検査室　   １８件（225-207）
  水道局　 　２８件
     計　　　　４６件

　市長部局　　　 　１件
　上下水道局　　　９件
　　計　　　　　　　１０件

　２０　件 A 5% 603.7

0103 　室職員による検査件数

　検査室　１５８件（270-84-79+51）
　検査室（3月実施）　３３件(84-51)
　水道局　　　　３件
　　計　　　　１９４件

　市長部局　　 １６２件
　上下水道局　　６０件
　　計　　　　　　２２２件

　３００　件 B 40% 4829.4

0104 　兼務検査職員検査件数
　検査室　　　　７９件
　水道局　　　　　０件
　　計　　　　　　７９件

　検査室　　　　２６件
　上下水道局　３４件
　　計　　　　　　６０件

　８０件以上 A 7% 845.2

0105 　速やかに提出された件数率 　検査室分のみ　　８２％ 　検査室分のみ　　８７．２％ 　９０％以上 B 3% 362.2

0106 　周知回数 　検査室分のみ１０回／年 　検査室分のみ１１回／年 　８回 C 2% 241.5

0107 　工事担当課（指定検査職員）による検査
　市長部局の担当課分　５３件
　水道局の担当課分　 １５８件
     計　　　　　　　 　　　２１１件

　検査室　　　　　４７件
　上下水道局　１２１件
　　計　　　　　　１６８件

　工事担当課の検査　１００件以下 A 3% 362.2

0108 　検査室職員の件数率 　６０２／８１３（　74.0%) 　４７８／６４６（　74.0%) 　５５０／６５０（　85%) 0.0

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

02020202 　　　　研修回数研修回数研修回数研修回数 　　　　2222２２２２回回回回 　　　　２０２０２０２０回回回回 　　　　２０２０２０２０回回回回 BBBB 10%10%10%10% 1509.21509.21509.21509.2

0201 　室調整会議の回数 　１３回 　１２回 　１２回／年 B 20% 301.8

0202 　研修回数 　３　回 　３　回 　３　回 B 20% 301.8

0203 　検査職員打合せ会・担当課連絡会議の回数　６　回 　４　回 　４　回 A 20% 301.8

0204 　工事抽出件数 　１１９件 　８７件 　９６件/年（１2件/月×8） B 20% 301.8

0205 　研修回数 　ー 　１　回 　１　回 B 20% 301.8

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

03030303 　　　　工事成績評定工事成績評定工事成績評定工事成績評定ののののｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌｱｯﾌﾟ゚゚゚（（（（優優優優・・・・良良良良のののの件数率件数率件数率件数率）））） 　　　　８３８３８３８３％％％％ 　　　　８１８１８１８１．．．．００００％％％％ 　　　　８０８０８０８０％％％％以上以上以上以上（（（（現状維持現状維持現状維持現状維持）））） BBBB 5%5%5%5% 754.6754.6754.6754.6

0301 　指導回数 　２２　回 　２１　回 　２０　回以下（前年度減） B 30% 452.8

0302 　工事成績評定の通知・褒賞制度の実施 　実施 　実施 　実施 B 20% 301.8

0303 　工事成績評定及び考査評定の見直し 　実施 　国土交通省指導により試験的実施 　国土交通省の動向による見直し B 50% 754.6

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

90909090 BBBB 5%5%5%5% #REF!#REF!#REF!#REF!

9001 B 40% #REF!

9002 B 30% #REF!

9003 B 30% #REF!

4桁合計 4桁業務割合合計 100%

室職員による500万円以上の
　　　　　　　　　　その他検査の実施

室職員による500万円未満の
　　　　　　　　　　　　　　検査の実施

兼務検査職員による検査

工事書類の早期提出

工事完成時期の調整の周知

施工管理施工管理施工管理施工管理のののの適正化適正化適正化適正化をををを図図図図るるるる

検査職員検査職員検査職員検査職員・・・・監督職員監督職員監督職員監督職員のののの育成育成育成育成をををを行行行行うううう

室検査職員の検査件数を増やす

指定検査職員による検査の実施

庶務関連業務

内部業務内部業務内部業務内部業務

予算関係業務

議会関係業務

外部講師による職員研修

職員の資質向上を図る

技術研修を行う

情報の共有化を行う

小規模工事の検査（確認）を行う

請負業者の育成支援を行う

請負業者の意欲向上を図る

工事成績評定の適正化を図る

備                 考

100%

任務目的が２つ以上ある場合は合計が１
００％となるよう設定してください。

業務時間数業務割合

室職員による500万円以上の
　　　　　　　　　　　完成検査の実施

業務コード
目的達成に必要な主な手段 困難度活動指標 実績（平成16年度） 目標（18年度）実績（平成17年度）

業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表業          務          棚          卸          表

所属コード

所属名

254500

年度 平成18年度

工事検査業務工事検査業務工事検査業務工事検査業務のののの遂行遂行遂行遂行をををを行行行行うううう

税務理財部　検査室

A

B任務目的
発注した工事契約の
　
　　　　適正な履行確認を行う

上位目的 市民への良質な公共施設の提供を行う

　工事（土木工事50万円以上、建築工事

100万円以上、設備工事100万円以上）完

成検査の執行率　８５％以上

　工事完成検査について

　　　　　検査室による検査執行率


