
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

　
３　都市部

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)
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
15,641,033 7,485 16,728,951 24,478 16,760,914
3,115,996 390,337 500,500 461,366 1,499,161 1,143,477 3,994,840
15,799,433 4,453,864 2,475,924 3,229,551 2,853,959 2,614,375 15,627,673
13,789,627 2,044,482 3,285,801 3,145,668 3,300,483 891,691 12,668,125
4,077,008 613,405 1,597,672 431,277 745,447 149,717 3,537,518
52,423,097 7,502,087 7,859,898 7,275,347 25,128,000 4,823,738 52,589,071

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 146,099,354 10,889,199 22,303,018 24,441,165 45,804,826 21,283,944 124,722,152

維持管理費 396,390 50,534 83,220 82,598 128,582 43,990 388,924

計 146,495,743 10,939,731 22,386,238 24,523,764 45,933,407 21,327,932 125,111,074

1,732,477 1,618,352 1,639,599 1,665,678 6,656,106

133,872 6,509 128,272 6,850 275,503

1,002,861 31 1,047,921 2,050,817

2,869,207 1,624,892 2,815,798 1,672,534 8,982,427

449,660 447,011 445,947 445,480 1,788,093

220,061 220,048 219,703 219,367 879,198

3,538,931 2,291,946 3,481,448 2,337,384 0 11,649,712

14,478,660 24,678,189 28,005,212 48,270,788 21,327,932 136,760,792

給与計

共済費相当額

退職手当相当額

給与 (下記手当を除く)

期末勤勉手当

通勤手当支
出

事
業
経
費

支出済額

人
件
費

計

支出計

業務運営進行表

収入済額
国庫支出金

県営住宅管理事業収入

その他

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

流域下水道事業収入

諸収入

局名 県土整備局

４　道路部
　　道路及び街路の総合的企画及び調整に関すること、国、高速道路株式会社等の施行事業に係る総合調整に関するこ
  と、道路及び街路の整備に関すること、橋梁事業及び鉄道との立体交差事業に関すること、道路及び街路の維持管理
  に関すること、交通安全施設の整備に関すること、道路の占用、自費工事等の許認可に関すること、京浜臨海部にお
　ける都市基盤整備の調整に関することなどを行っている。

５　河川下水道部
　　河川・水流及び水面の利用、調査、計画及び管理並びに指導に関すること、河川整備に関すること、水防に関する
　こと、砂防事業に関すること、地すべり対策事業に関すること、急傾斜地崩壊対策事業に関すること、海岸事業及び
　港湾事業に関すること、下水道事業に関すること、河川法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に
　関する法律等の法令に基づく許認可事務などを行っている。

６　建築住宅部
　　住宅施策の総合的企画及び推進に関すること、市町村公営住宅に係る指導に関すること、県営住宅等の運営及び整
　備に関すること、神奈川県住宅供給公社の改革に関すること、建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関する
　こと、都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること、建築基準法や宅地造成等規制法等の法令に基づく指導監
　督、県有施設の建築工事等の予算見積り、執行計画及び進行管理に関すること、出先機関の自家用電気工作物に関す
  る保安監督などを行っている。

２　事業管理部
　　県土整備局の予算・決算の総括に関すること、入札・契約に関する事務、建設業法の施行に関すること、宅地建物
  取引業法の施行に関すること、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること、神奈川県土砂の
  適正処理に関する条例の施行に関すること、県土整備局所管に属する工事に関する用地の取得等、登記及び取得等に
  伴う損失補償に関すること、土地収用法の施行に関することなどを行っている。

収
入

収入科目

収入計(A)

　　都市施策の総合的企画及び調整、都市計画法の施行に関すること、県土整備局所管に属する工事の検査及び技術管
  理に関すること、県央・湘南都市圏における環境と共生する都市づくりに関すること、東海道新幹線新駅の設置に関
  すること、ツインシティの整備に関すること、交通施策の総合的企画及び調整に関すること、リニア中央新幹線の建
　設促進に関すること、市街地整備に関すること、景観施策の推進に関すること、都市公園の企画、計画及び整備に関
  することなどを行っている。

１　総務室
　  県土整備局の組織及び人事に関すること、所管行政の企画及び調整に関すること、県土整備総合情報システムの推
  進に関すること、土地収用法に基づき設置された収用委員会の事務局に関することなどを行っている。

（＊１）差額の△(マイナス)には、県税や県債等を充当しています。
（＊２）所属進行表の額を集計しているため、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。

 



Ⅲ　職員配置状況

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 1,198 1,197 1,195 1,193

再任用職員 59 58 58 58

臨時的任用職員 18 38 35 37

非常勤職員 141 148 146 151

計（人） 1,416 1,441 1,434 1,439

Ⅳ　業務実施状況

1

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

（３）台風などの自然災害に対する取組み
 　（河川下水道部）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　　
（４）山・川・海の連続性をとらえた「川づくり・なぎさづくり」への取組み

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

－ ３団地５棟 ３団地５棟

年間目標
（前年度実績）

－ － － 1 1
1施設

（1施設）

３団地５棟

　地震や台風などの自然災害に強い県土づくりの推進
（１）津波対策の取組み

　安全・安心にくらせる県土づくりの推進

配置職員数

 （３）組織を活性化させるため、若手職員の育成や職員意識の向上、風通しのよい職場づくりを推進します。

 【重点取組目標】

県土整備局では、総務室ほか５部の本庁組織と13出先事務所の組織が一体となって、平成25年度は、｢安全で安心して暮
らせる、活力と魅力ある県土｣をめざして、以下の３つの基本方針のもと、｢重点取組目標｣をはじめとする事務事業を着実
に推進するよう、業務の進行管理を進めていきます。

 （１）県民のいのちを守り、安全・安心を確保するため、地震や台風などの自然災害への対策を推進するとともに、環境
     に配慮しつつ次世代へ引き継げる持続可能な県土づくりを実現するため、公共施設の適切な維持補修や長寿命化など
     に努めます。

 【総括】

 （２）活力ある県土を形成するため、地域の社会経済活動を支える都市基盤整備を推進するとともに、地域の特色を生か
　　 して、誰もが訪れたくなる魅力あるまちづくりに取り組みます。

　　　（河川下水道部、建築住宅部、道路部） 

－

項目

－

項目
実績

累計

津波避難施設の整備

津波避難ビル対応

県管理道路への
道路情報板の設置

項目 実績・進捗状況

   (河川下水道部）

　茅ヶ崎海岸中海岸地区や横須賀海岸秋谷地区など合計
１１海岸で約１４万２千㎥の養浜を実施した。

　二級河川酒匂川の土砂環境の回復を目的とし
て、「酒匂川総合土砂管理プラン」に基づく河床
掘削の取組み

　現地調査

　現地調査、漁業協同組合等との調整を実施

　河床掘削の設計・工事発注

　推進組織による検討、合計で約８万９千ｍ３の河床掘削
を実施

11

（２）橋りょうの耐震補強対策の取組み

橋りょうの
耐震補強対策の実施

累計

  大地震で損傷を受ける235橋の耐震化対策が完了したので、局部的な損傷を受ける35橋についての耐震対策に取り組
む。
　（道路部）

項目
実績

実績・進捗状況

　都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）
による総合的な治水対策、土砂災害対策の取組み

　境川等の整備推進、砂防事業等の土砂災害対策の推進

　境川等の整備推進、砂防事業等の土砂災害対策の推進

　境川等の整備推進、砂防事業等の土砂災害対策の推進

　境川等の整備推進（今田遊水地の供用開始）、砂防事
業等の土砂災害対策の推進

　侵食が進む相模湾において、ダムや河川の浚渫
土砂などを活用した養浜の取組み

　養浜材確保に向けた、ダム管理者、河川管理者等との
協議

　二宮海岸で６千㎥の養浜を実施

　相模ダムから海岸の仮置場へ約１万５千㎥の養浜材を
運搬

12基
（15基）

11橋
（１橋）

－ 6 6 － 12

年間目標
（前年度実績）

－ 4 7 －



２　公共施設の適切な維持補修と長寿命化等の推進

（１）緊急輸送道路の路面下の空洞調査（新規事業）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

200㎞ － 200 － －

（２）橋りょうの点検の取組み

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

*

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

10施設 1 － 7 2

２公園 － － 2 -

（４）県営住宅団地の再生や長寿命化の取組み

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

3

年間目標

目標発電量 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

２公園 － － － 1

20KW － － － 10

１処理場 － － 1 －

100KW － － 100 －

　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

県立都市公園

下水処理場
1

 　（都市部・河川下水道部）

100

   (道路部）

項目
実績

累計

（３）長寿命化計画の策定の取組み

項目
累計

10

10

項目

　各土木事務所にて250灯の工事について発注手続き中

　環境負荷低減等を推進するため、転換工事を実施して
いる。22灯の工事が完了した。

　250灯の工事が完了した。

（２）省エネルギー化や環境負荷の低減に資する取組み

　「神奈川県県営住宅ストック総合活用計画」の
改正及び推進

　改正を行った。

　同計画を推進した。

　同計画を推進した。

河川構造物

都市公園 2

171橋
(233橋)

  （河川下水道部、都市部）

  （建築住宅部）

　県民への意見募集及び結果公表を行った。

橋りようの安全・安心の確保と長寿命化を推進するため、点検を精力的に進め、目標を上回る実績となっている。

（１）県立都市公園や下水道施設での太陽光発電設備の推進

 　(道路部）

   環境に配慮した取組みを推進するため、県立都市公園や下水処理場での太陽光発電設備の整備を推進する。

1

累計

路面下の空洞調査

項目

　かながわスマートエネルギー構想の着実な実現にむけて、再生可能エネルギー等の導入を総合的に推進する。

橋りょうの点検

　公共施設や構造物等の維持管理を計画的に推進するため、長寿命化計画の策定に取り組む。

年間目標
実績

　  緊急輸送道路の路面下の空洞調査に取り組むとともに、橋りょうの長寿命化を推進するため橋りょうの点検に取り
  組む。

実績

累計

　環境に配慮した取組みの推進

項目 実績・進捗状況

      橋りょうの長寿命化推進のための点検を実施する。

　県管理道路の陥没事故を未然に防ぐため、緊急輸送道路の路面下の空洞調査を行う。

　（道路部）

項目 年間目標
実績

200

    県民生活や経済活動を支える公共施設の高齢化が進む中で、公共施設の適切な維持補修と長寿命化を総合的に進め
  る。

実績・進捗状況

　道路照明灯のLED照明への転換の取組み
  （200灯）

　各土木事務所にてLED照明灯の発注準備を行った。

年間目標
（前年度実績）

58 116 36 3 213



４　活力ある県土づくりの推進

（１）幹線道路網の整備
　（道路部） 　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（２）鉄道網の整備
　（都市部）

第１・四半期

第２・四半期

実績・進捗状況

　自動車専用道路を有効活用するためのスマート
インターチェンジ整備の取組みの推進

　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
組みを進め、６月に国土交通大臣から連結許可を受け
た。

　「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業の実施
に向け、県、中日本高速道路㈱、綾瀬市の３者で基本事
項を定める基本協定及び、設計・用地調査に関する細目
協定を締結した。

　「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業に関す
る設計、用地の調査等に関する年度協定を県、中日本高
速道路㈱、綾瀬市の３者で締結した。

　「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業に関す
る設計、用地の調査等に関する年度協定に基づき、設
計、用地調査等を推進した。

　県内の自動車専用道路網の整備促進

　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実施した。

　横浜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とともに、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に対して
出資するなど、県内の自動車専用道路網等の整備に向け
た取組みを実施した。

　「かながわのみちづくり計画」に基づくイン
ターチェンジ接続道路や地域の交流・連携を支え
る幹線道路網等の整備促進

　国道134号４車線化事業において、平塚駅南口入口交差
点付近から袖ケ浜交差点付近までの0.5㎞の区間につい
て、４車線化の供用が開始された。
　「南足柄市と箱根町を連絡する道路」において、測量
及び道路設計などの委託調査に着手した。
　「湘南台寒川線」において、測量の委託調査に着手し
た。
　「南足柄市と箱根町を連絡する道路」において、法面
調査及び道路設計の委託調査に着手した。
　「湘南台寒川線」において、地質調査の委託調査に着
手した。
　国道134号４車線化事業において、袖ケ浜交差点付近か
ら虹ケ浜交差点付近までの0.7㎞の区間について、４車線
化の供用が開始された。
　県道705号曽屋インターチェンジのオフランプが開通さ
れた。

　国道１号函嶺洞門バイパスに交通を切り回しした。
　都市計画道路和田河原開成大井線で「足柄紫水大橋」
を含む、延長980ｍの道路が開通された。
　都市計画道路藤沢大磯線で約1.5㎞の区間について、４
車線化の供用が開始された。
　都市計画道路腰越大船線「大船立体」の一部が暫定開
通された。

　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。

地域経済活性化や県民生活の利便性向上を図るため、幹線道路網や鉄道整備を総合的に推進する。

　４月14日にさがみ縦貫道路（圏央道）5.1ｋｍ（茅ヶ崎
JCT～寒川北IC）が開通した。
　新東名高速道路及び圏央道の未供用区間の整備促進な
どを知事が国土交通大臣へ要望した。

　東海道新幹線新駅については、８月にＪＲ東海に対し
て要望活動を行った。
　8月に、「リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟
会」の総会を開催するとともに、ＪＲ東海等へ要望活動
を実施した。また、ＪＲ東海が公表したリニア中央新幹
線の環境影響評価準備書において、県期成同盟会が県内
駅の設置を要望していた橋本駅周辺に、県内駅が設置さ
れることが明らかになった。

　東海道新幹線新駅の設置やリニア中央新幹線県
内駅設置による利便性の高い鉄道網の整備に向け
た取組みの推進

　東海道新幹線新駅については、「神奈川県東海道新幹
線新駅設置促進期成同盟会」の総会を開催し、平成25年
度の事業計画を決定するとともに、ＪＲ東海に対して要
望活動を行った。
　リニア中央新幹線県内駅については、「リニア中央新
幹線沿線同盟会」の総会を開催し、国の関係機関へ要望
活動を実施した。
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第３・四半期

第４・四半期

５　技術職員の育成、組織運営の活性化の取組み

（１）技術職員の育成の取組み
　（都市部）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（２）組織活性化の取組み
 （総務室）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

　

　

局長評価

　技術職員の研修実施などを通じて職員の技術力向上を図りながら、「安全で安心し
て暮らせる活力と魅力ある県土」を目指し、各種事業に取り組んだ。

　「安全で安心して暮らせる活力と魅力ある県土」を早期に推進するため、各種事業
に取り組み、工事については上半期概ね８割の前倒し発注を達成した。

　重点目標に掲げた事業の中には、目標を達成した事業もあるなど、「安全で安心し
て暮らせる活力と魅力ある県土」の取組みを進めた。

　重点目標に掲げた目標を達成するために、各種事業の取組みを進め、「安全で安心
して暮らせる活力と魅力ある県土」の取組みを推進した。

　県土整備局では、｢①安全・安心にくらせる県土づくりの推進｣､「②公共施設の適
切な維持補修と長寿命化等の推進｣､｢③環境に配慮した取組みの推進｣､｢④活力ある県
土づくりの推進」、「⑤技術職員の育成、組織運営の活性化の取組み」を重点取組目
標に掲げて諸事業に取り組んできた。
　その結果、③の県立都市公園の太陽光発電設備については、目標に届かなかったも
のの、道路照明灯のLED照明灯への転換、②の橋りょうの点検については、目標を上
回る事業を実施したほか、①安全・安心にくらせる県土づくりの推進などのその他の
事業については、目標を達成した。
　具体には、県土整備局が一丸となって、｢安全で安心して暮らせる、活力と魅力あ
る県土｣を目指して取り組んできた結果、津波避難施設の整備、橋りょうの耐震補強
対策、｢都市河川重点整備計画｣による境川等の整備促進、砂防事業等の土砂対策の推
進など｢安全・安心に暮らせる県土づくりの推進」、さがみ縦貫道路の開通といった
自動車専用道路の整備促進、足柄紫水大橋の開通などの｢かながわのみちづくり計画｣
に基づく幹線道路網の整備や、インターチェンジ接続道路の整備等、｢活力ある県土
づくりの推進｣の諸事業等を計画的に推進できたものである。

連絡先（電話番号） 045(210)6078

　プロジェクトチームの提言を受け、今後の実行案につ
いて検討を行った。

　業務等に対する職員提案を反映させるため、若
手や女性職員によるチームを編成

 　 技術職員の育成や組織の活性化を図るための取組みを進める。

　プロジェクトチームの打合せを９回実施（通算15回実
施）。プロジェクトメンバーから県土整備局長へ提言を
行った。

　

 リニア中央新幹線のルートや主な施設が公表されたこと
を受け、ホームページやリーフレットの改訂を行った。
　また、10月に「広域交流拠点基本計画検討委員会」に
参加し、リニア駅周辺のまちづくりについて関係者とと
もに検討を進めた。
 11月には、東海道新幹線新駅と併せてＪＲ東海等に要望
活動を実施した。

　東海道新幹線新駅の設置やリニア中央新幹線県
内駅設置による利便性の高い鉄道網の整備に向け
た取組みの推進

 プロジェクトチームの設置運営に関する要領を定めた。
 公募等によりメンバーを募集し、プロジェクトチームを
立ち上げた（プロジェクト打合せを２回実施した。）。

  プロジェクトチームの打合せを４回実施（通算６回実
施）。プロジェクトメンバーにより、組織活性化のため
の方策等の提言に向け話し合いが行われた。

項目 実績・進捗状況

　新採用職員コース 他　　受講者：179名
　新任工事監督員（土木）コース 　受講者：22名

　新採用職員コース 他　　受講者：216名

　県土整備技術発表会他　受講者：190名

　技術職員の技術力を高めるための研修の実施

項目 実績・進捗状況

　1月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟
会」、「神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟
会」、「相模線複線化等促進期成同盟会」の３同盟会共
催で講演会を開催し県民理解の促進を図った。


