
第1号様式
所属進行表

局名 部名
県土整備局 道路部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

※常勤職員には道路部長、参事（国道調整担当）を含む。

Ⅳ　業務実施状況
１　業務実績

第1･四半期

第2･四半期

・道路の総合的
企画

項目

・４月18日に知事が横浜湘南道路の有料道路事業化、新東名高速道路の海老
名以東の計画の具体化、スマートインターチェンジの整備促進、圏央道の料
金の低減などについて国土交通大臣へ要望した。
・九都県市首脳会議で圏央道の料金の低減などについて提案し、国や高速道
路会社へ要望した。
・東名高速道路と県道42号（藤沢座間厚木）が直接乗り降りできる「綾瀬ス
マートインターチェンジ」において、高速自動車国道法に基づく連結許可取
得に向けた取組を進め、６月11日に国土交通大臣から連結許可を受けた。
・全国道路利用者会議、全国都市計画街路事業促進協議会及び道路整備促進
期成同盟会全国協議会の総会に出席し、国及び県内選出国会議員に対し幹線
道路ネットワークの整備などを要望した。

実績・進捗状況

・今後の神奈川の道路のあり方について基本的な方向を示すため、国の最新
の取り組みなどに本県の特性や首都圏における県の役割を加味した、「基本
的な考え方」を作成する調査業務を発注した。
・７月25日に圏央道、新東名等整備促進大会を開催し、道路の整備促進と料
金低減などの有効活用や保全対策等の機能強化についてとりまとめ、国や高
速道路会社に要望した。
・９月18日に東日本高速道路株式会社との間で、災害時の相互協力、観光振
興など、地域社会の発展を図るとともに、サービスエリアなどにおける質の
高いサービスの提供等を通じて利用者の利便の向上や利用の拡大を目的とし
て包括的連携協定を締結した。

道路企画課

（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。

業務運営進行表
（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　道路企画課では、県土整備局道路部内各課の総合調整のほか、道路及び街路の総合的企画及
び調整、国・高速道路株式会社等の施行事業に係る総合調整、京浜臨海部における都市基盤整
備促進の調整に関することを行っている。

所属
課名

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

301,200 91,898 59,040 91,180 59,082 301,200

0

0

301,200 91,898 59,040 91,180 59,082 0 301,200

項目 (再)配当額

事業費 8,548,957 231 2,174,164 2,821,353 3,519,114 10,004 8,524,867

維持管理費 0

計 8,548,957 231 2,174,164 2,821,353 3,519,114 10,004 8,524,867

31,248 29,741 29,636 29,959 120,585

3,024 -41 2,597 148 5,728

18,240 18,788 37,028

52,512 29,700 51,022 30,107 163,341

8,250 8,205 8,072 8,117 32,643

4,142 4,131 4,098 4,109 16,481

64,903 42,037 63,192 42,333 0 212,465

65,134 2,216,201 2,884,545 3,561,447 10,004 8,737,332

26,764 △ 2,157,161 △ 2,793,365 △ 3,502,365 △ 10,004 △ 8,436,132

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

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 22 22 22 22

再任用職員

臨時的任用職員 3 2 1 1

非常勤職員

計（人） 25 24 23 23

配置職員数



第3･四半期

第4･四半期

執行額(千円）

第1･四半期 0

第2･四半期 2,171,504

第3･四半期 2,820,694

第4･四半期 3,515,799

項目

・自動車専用道
路網等の整備促
進

実績・進捗状況

・横浜市、川崎市、相模原市に対し、県土の均衡ある発展を図
る自動車専用道路網等の整備などに助成する「政令市道路整備
臨時交付金」の平成25年度分の交付を決定した。
・４月14日にさがみ縦貫道路5.1ｋｍ（茅ヶ崎JCT～寒川北IC）
が開通した。

・県土の均衡ある発展を図る自動車専用道路網等の整備などに
助成する「政令市道路整備臨時交付金」を相模原市に対して交
付した。
・県内の都市部地域における自動車交通の円滑化及び都市機能
の増進を図るため、首都高速道路株式会社が実施している自動
車専用道路の建設等に対して出資金を支出した。
・国が直轄事業として実施する一般国道（政令市を除く）の新
設、改築等に要する費用の一部を道路関係国直轄事業負担金と
して支出した。

・県土の均衡ある発展を図る自動車専用道路網等の整備などに
助成する「政令市道路整備臨時交付金」を横浜市に対して交付
するとともに、川崎市全体事業計画変更を承認した。
・県内の都市部地域における自動車交通の円滑化及び都市機能
の増進を図るため、首都高速道路株式会社が実施している自動
車専用道路の建設等に対して出資金を支出した。
・国が直轄事業として実施する一般国道（政令市を除く）の新
設、改築等に要する費用の一部を道路関係国直轄事業負担金と
して支出した。

・県土の均衡ある発展を図る自動車専用道路網等の整備などに
助成する「政令市道路整備臨時交付金」の交付申請書提出のた
めの担当ヒアリングを実施するとともに、県道路三課と各政令
市が次年度に予定する「市域外を結ぶ広域的な路線の道路事業
等」について意見交換を行った。
・国が直轄事業として実施する一般国道（政令市を除く）の新
設、改築等に要する費用の一部を道路関係国直轄事業負担金と
して支出した。
・厚木秦野道路（伊勢原西IC～秦野中井IC間）の新規事業化が
決定した。

・道路の総合的
企画

・台風２６号で被災した大島町の教訓を踏まえ、緊急時における県、道路公
社の連絡体制を見直し、強化した。
・11月11日に道路整備を求める神奈川県大会を開催し、道路の整備促進と料
金低減などの有効活用や保全対策等の機能強化について決議した。
・安全・安心の道づくりを求める全国大会及び都市基盤整備事業推進大会に
出席し、国及び県内選出国会議員に対し幹線道路ネットワークの整備などを
要望した。

・神奈川県道路利用者会議など道路整備の促進を求める13団体により、道路
の整備促進や高速道路料金の低減などについて、国や高速道路会社に要望を
行った。
・「道の駅」の設置・運営に取り組む市町村を支援するため、市町村からの
相談を受け、情報提供・助言を行う「道の駅相談窓口」を課内に設置した。



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

・京浜臨海部に
おける都市基盤
整備促進

実績・進捗状況

・東海道貨物支線貨客併用化による、広域的な鉄道ネットワークの構築を図
るため、東急電鉄㈱から、東京メトロ副都心線などとの相互直通運転の現状
や課題について、調査を実施した。

・８月９日に、羽田空港周辺のアクセス整備に向けた取組として、東京と神
奈川を結ぶ連絡道路の整備の早期具体化を図るよう国土交通省に対して要望
を行った。

・東海道貨物支線貨客併用化協議会において、沿線企業として貨客併用化に
あたっての具体的な意見、要望等について調査を実施した。

・東海道貨物支線貨客併用化協議会において、沿線および周辺の開発動向の
調査を実施するとともにに、学識経験者からも意見を伺った。

045-210-6406

所属長評価

・緊急時における県、道路公社の連絡体制を見直し、強化した。また、道路
整備を求める神奈川県大会を開催し、道路の整備促進と料金低減などの有効
活用や保全対策等の機能強化について決議するなど、強靱な幹線道路網の整
備に向け、着実に取組みを進めている。

・厚木秦野道路の新規事業化が決定し、これまでの取組みの成果が表れると
ともに、「道の駅相談窓口」を設置するなど、新たな取組みを実施してい
る。

・さがみ縦貫道路の開通や綾瀬スマートインターチェンジの連結許可が得ら
れると共に、「道の駅」設置に向けた支援を行う取組みを新たに開始するな
ど、十分な成果を得られた。

・さがみ縦貫道路の開通や綾瀬スマートインターチェンジの連結許可など、
着実に事業を推進した。また、幹線道路の整備促進に向けて国へ要望を行う
など取組の強化に努めた。

連絡先（電話番号）

・相模原市への政令市道路整備臨時交付金の交付や道路関係国直轄事業負担
金を支出するなど、自動車専用道路網等の整備に向けた取組みを計画どおり
実施している。


