
第1号様式
所属進行表

局名 部名

県土整備局 河川下水道部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　砂防指定地等の指定状況（数字で表せるもの） 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

381 1 382 渓流

17 17 地区

1,490 12 8 3 1,513 箇所

580 79 105 73 837 箇所

4,970 89 206 407 5,672 箇所

400 55 80 43 578 箇所

0 6 17 23 箇所

２　砂防事業等の推進の取組み（数字で表せないもの） 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　砂防海岸課では、砂防指定地、地すべり防止区域等の指定並びにこれら区域、海岸保全区域及び地方港湾に
おける土木施設の維持管理、新設改良工事の土木事業を統括しているほか、これらの区域内等における行為の
規制及び砂利、岩石、土採取に係る許認可事務の統括を行っている。また、湘南海岸における砂防林の保護育
成や一般公共海岸の維持管理、公有水面埋立てに関する事務を行っている。

所　属
砂防海岸課

項目

（注１）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。

平成24年度
末の状況 累計（単位）

指定実績　

室・課（出先は所属）名

・砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊
対策事業の予算確保のために、国等へ要望活動を
行った。

項目

・平成26年度交付金事業について、各土木事務所
と調整を行い、国に予算要求（二次要求）を行っ
た。
・総合土砂災害対策県市町村調整連絡会を開催
し、土砂災害に対する警戒避難体制の現状と課題
について情報共有を図った。

・平成25年度交付金事業の執行及び平成26年度交
付金事業について、各土木事務所と調整を行い、
国に交付申請及び予算要求（概算要求）を行っ
た。
・総合土砂災害対策県市町村調整連絡会を開催
し、円滑な事業推進を図るための連絡調整を行っ
た。

・平成26年度予算案作成に向け、土木事務所と調
整等を行った。

実績・進捗状況

砂防指定地

土砂災害地特別警戒区域（急傾
斜地）

土砂災害警戒区域（急傾斜地）

土砂災害警戒区域（土石流）

地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害地特別警戒区域（土石
流）

砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩
壊対策事業の推進の取組み

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

3,164,225 3,151,828 -21,950 3,129,878

864,500 897,282 13,977 911,259

0

4,028,725 0 0 0 4,049,110 △ 7,973 4,041,137

項目 (再)配当額

事業費 4,072,507 4,220 23,060 2,800 2,910 39,702 72,692

維持管理費 0

計 4,072,507 4,220 23,060 2,800 2,910 39,702 72,692

25,372 23,805 24,708 24,758 98,644

2,321 26 2,321 28 4,695

14,488 15,011 29,499

42,181 23,831 42,040 24,786 132,838

2,286 2,286 2,286 2,286 9,142

1,170 1,170 1,170 1,170 4,682

45,637 27,287 45,496 28,242 0 146,662

49,856 50,347 48,295 31,152 39,702 219,354

△ 49,856 △ 50,347 △ 48,295 4,017,957 △ 47,675 3,821,783

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

国庫支出金

諸収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 19 19 19 19

再任用職員

臨時的任用職員

非常勤職員 1 1 1 1

計（人） 20 20 20 20

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

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

045-210-6505（直通）

所属長評価

　土砂災害警戒区域等の指定に係る調査、手続等を進めるとともに、新し
い湘南港港湾管理事務所のテナント運営事業者を選定し、また、海の家の
課題に関する取組みの今後の方向性のとりまとめを行うなど、概ね計画ど
おり進捗している。

　横須賀秋谷地区の計画養浜や真鶴港の津波避難施設の完成など海岸・港
湾事業は計画どおり順調に推移しており、砂防事業、地すべり、急傾斜地
崩壊対策事業についても、総合土砂災害対策市町村調整連絡会を再度開催
し、引き続き県市町村間の情報共有や関係職員の技術能力の向上に努め
た。
　また、海の家を含めた海岸利用に関する課題解決は、有識者らで構成す
るあり方検討会を設置し、海岸利用の適正化に向けた取組みを進めてい
る。

　砂防事業、地すべり、急傾斜地崩壊対策事業については、総合土砂災害
対策市町村調整連絡会を２回開催するなど、県市町村間の情報共有や関係
職員の技術能力の向上に努めた。
　海岸・港湾事業については、県管理の地方港湾に関する次期指定管理者
や建替え後の湘南港港湾管理事務所のテナント運営事業者などを適正に選
任するとともに、横須賀秋谷地区の計画養浜や真鶴港の津波避難施設は計
画どおり完成した。
　また、海の家を含めた海岸利用の課題解決に向けて、海水浴場組合の自
主的な取組みを促すためのガイドライン（指標）の策定及び改定、音楽イ
ベントに対する事前指導の導入、海の家の占用許可基準の見直しを行うと
ともに、27年度以降の中期的な取組みとして、有識者らで構成するあり方
検討会を設置するなど、海岸利用の適正化に向けた取組みを進めた。

　砂防事業等の各事業に係る平成25年度交付金事業について、速やかに関
係機関等と調整し、各土木事務所が円滑に執行できるようにした。
 また、県管理の地方港湾の次期指定管理者を選定するため、外部評価委員
会の事務局として適正かつ効率的に委員会を運営したほか、総合土砂災害
対策県市町村連絡調整会議、海岸港湾技術検討会を開催し、県市町村間の
情報共有や関係職員の技術能力の維持向上に努めた。

連絡先（電話番号）

　県管理の地方港湾（湘南港）の次期指定管理者を選定するため、外部評
価委員会の事務局として適正に委員会を運営したほか、海水浴場の海の家
の「クラブ化」等の問題に対処するため、関係機関と連携してパトロール
等を精力的に行った。
　また、平成26年度予算編成に向け、土木事務所と調整を行うとともに、
国等へ要望活動を行い、必要な予算の把握と確保に努めた。

実績・進捗状況

海岸事業及び港湾事業の推進の取組み

・平成25年度交付金事業の執行及び平成26年度の
交付金事業について、各土木事務所と調整を行
い、国に交付申請及び予算要求を行った。
・葉山港外２港の次期指定管理者の選定を行っ
た。
・本庁及び各土木事務所の海岸・港湾関係職員に
よる海岸港湾技術検討会を開催し、円滑な事業推
進を図るための技術上の連絡調整を行った。

・港湾整備振興大会の開催にあたり、関係機関と
の調整や資料の作成を行った。
・湘南港の次期指定管理者の選定を行った。
・平成26年度予算案作成に向け、土木事務所と調
整を行った。
・海岸事業の予算確保のために、国等へ要望活動
を行った。

・湘南港港湾管理事務所の建替えに伴い、喫茶・
軽食施設などのテナント運営事業者の選定を行っ
た。
・港湾事業の予算確保のため、国等へ要望活動を
行った。

・横須賀海岸秋谷地区の計画養浜が完了した。
・西湘海岸の保全対策が国の直轄事業新規採択を
受けた。
・真鶴港の津波避難施設が完成した。

項目


