
局名 部名

県土整備局

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　流域下水道の建設、改築更新、維持管理に関する調査・工事

　　流域下水道幹線の整備、終末処理場の上部利用施設の整備、処理場内の設備等の改築更新等を行います。

契約件数 執行額(千円)

19
(13)

2,169,121
(3,346,069)

第１・四半期
（前年度同期）

・下水道公社・流域市町とともに流域下水道業務継
続計画（BCP）を作成し危機管理体制の充実強化を
行った。
・設備機器の高齢化に対応するため本年度予定して
いる21本の改築更新工事の設計積算を進める一方
で、更なる長寿命化に向けた維持管理事業の検討
（維持管理計画の見直し）を市町とともに開始し
た。

（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）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３）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

（出納整理期間：平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5739/

所属のホームページ

流域下水道整備事務所

室・課（出先は所属）名

　県民の貴重な水源である相模川、酒匂川の水質保全と周辺地域の生活環境の改善を図るため、流域関連市
町の協力体制のもとに流域下水道の建設と維持管理を行っています。
※ 流域下水道は、各家庭等から排出される下水を市町が管理する公共下水道管を通して、流域下水道幹線に
接続し、終末処理場へ送水し処理するものです。

時期 実績・進捗状況

第１号様式 

所属進行表 

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

9,907 9,627 72 190 676 249 10,813

30 2 15 20 20 58

0

9,937 9,628 87 211 696 249 10,871

項目 (再)配当額

事業費 14,182,145 1,701,048 2,953,783 2,753,175 5,057,915 1,464,873 13,930,794

維持管理費 13,083 1,752 3,146 3,452 2,668 1,419 12,436

計 14,195,228 1,702,800 2,956,929 2,756,627 5,060,583 1,466,292 13,943,230

130,083 86,738 129,805 90,545 437,170

1,832,883 3,043,667 2,886,431 5,151,128 1,466,292 14,380,400

△ 1,823,255 △ 3,043,579 △ 2,886,221 △ 5,150,432 △ 1,466,043 △ 14,369,530

収
入

収入科目 収入済額

流域下水道事業収入

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 46 47 46 46

上記以外の職員 5 5 6 5

計（人） 51 52 52 51

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5739/


11
(24)

344,305
(1,571,919)

36
(17)

1,561,237
(1,584,347)

16
(5)

1,689,899
(82,581)

82
(59)

5,764,562
(6,584,916)

第４・四半期
（前年度同期）

・相模川左岸処理場で雨天時増水対策として、水処
理雨天時対策設備改築工事（第１系列から第３系
列）と雨水沈殿池耐震化工事が完成した。
・高齢化した設備の改築工事として、相模川左岸処
理場、酒匂川右岸処理場で環境配慮型の汚泥脱水機
が完成した。
・臭気対策として、相模川流域下水道左岸処理場の
最終沈殿池の蓋掛け工事が完成した。

累計
（前年度）

第２・四半期
（前年度同期）

・相模川右岸処理場に温室効果ガスを約50％削減す
る環境配慮型の汚泥焼却炉(100ｔ/日)が完成した。
・相模川流域下水道の耐震対策、高齢化設備の改築
に向け、設計・工事の着手を図った。
（左岸処理場の水処理第1系列機械設備改築工事、
右岸処理場の放流渠の耐震工事詳細設計）

第３・四半期
（前年度同期）

・相模川汚泥貯留地の硬式野球場工事が完了し、全
ての上部利用施設が完成した。
・硫化水素等による腐食のため鋭意改築工事を進め
ていた相模川右岸処理場の着水井ゲートが完成し
た。
・酒匂川左岸処理場の２号焼却炉を休止し、汚泥を
外部搬出するための機械電気設備工事に着手した。

相模川流域下水道左岸処理場 汚泥脱水機の機械設備・電気設備改築工事 完成イメージ写真 

＜事業年度 平成25年度～平成26年度＞ 



２　流域下水道の運転管理

執行額(千円)

1,638,292
(967,031)

1,413,466
(1,491,108)

1,592,084
(1,414,919)

3,643,194
(3,722,655)

8,287,036
(7,595,713)

３　電気事業法に基づく保安監督・検査

件数

479
(415)

471
(514)

399
(367)

398
(422)

1,747
(1,718)

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１・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを含め
464件の対応をした。
・配電設備等の点検や焼却炉の高圧・低電圧電気設備の点検・試
験立会い等の定期点検15件を実施した。

累計

第２・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを含め
434件の対応をした。
・配電設備等の点検や焼却炉の高圧・低電圧電気設備の点検・試
験立会い等の定期点検37件を実施した。

第３・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを含め
368件の対応をした。
・配電設備等の点検や焼却炉の高圧・低電圧電気設備の点検・試
験立会い等の定期点検31件を実施した。

第４・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを含め
373件の対応をした。
・配電設備等の点検や焼却炉の高圧・低電圧電気設備の点検・試
験立会い等の定期点検25件を実施した。

時期 主な委託内容

　　流域下水道の運転管理等維持管理業務は、公益財団法人 神奈川県下水道公社に委託し、公社が実施して
  います。

所属長評価

・策定した流域下水道業務継続計画（BCP）に基づき、所の人員
体制や下水道公社、市町、災害協定業者等との連携を深め、危機
管理体制の強化を図っていく。
・土木建築施設に比べ、耐用年数の短い機械・電気の設備は、安
定的な処理場運営の要であり、高齢化のリスク軽減は重要な課題
と受け止め、改築更新と維持管理事業による対策を鋭意推進して
いく。

流域下水道施設の耐震化や高齢化対策のための工事等を着実に推
進するとともに、３ヵ年の工事により温室効果ガスの排出量の少
ない新型焼却炉(100ｔ/日)が完成し、地球温暖化対策の推進も
図っていく。

・昨年度のシアン化合物発生の要因となった酒匂川左岸処理場２
号焼却炉の今後の改築計画を見直し、平成27年度より休止し、汚
泥を外部搬出することにより安全性の確保を図ることとした。
・台風18号の記録的豪雨により相模川流域で過去最大の下水流入
量となったが、これまでの計画的な施設整備と雨天時増水対策並
びに危機管理時の迅速・適確な対応により、処理場の被害がなく
利用者への影響を与えることもなかった。さらに下水道業務継続
計画(BCP)に基づき実施した震災対策訓練の課題を洗い出し初動
マニュアルを作成する等、危機管理体制の充実に努めた。

累計

時期

第１・四半期
（前年度同期）

・終末処理場の運転管理
・ポンプ場や幹線管渠の保守管理
・下水道管やマンホールの調査、点検、補修
・下水道管から採水した下水や終末処理場で処理した水の水質分
析・調査
・終末処理場やポンプ場などの電気・機械設備の点検・補修
・終末処理場上部の広場や施設の保守管理

第２・四半期
（前年度同期）

第３・四半期
（前年度同期）

第４・四半期
（前年度同期）

　　各終末処理場に配置している電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持管理に係る保安監督や点検
  試験を実施します。

実績・進捗状況



第４・四半期

総合評価

連絡先（電話番号） ０４６７－８７－９１１０

所属長評価

・設備の高齢化や豪雨時の侵入水など処理場の危機管理リスクに
対応するため計画的に改築工事を進めている。また、危機管理の
ソフト対策として、処理場・ポンプ場の主要機器製造業者及び
（公社）日本下水道管路管理業協会との災害協定を新たに締結し
た。
・さらに独自に作成した震災時の初動マニュアルを活用し、下水
道公社と共同で震災訓練を実施して、職員の対応能力向上を図っ
た。
・相模川・酒匂川の水質保全と流域市町の生活環境の改善に向け
て、１日たりとも止めることが出来ない下水道施設の維持管理の
徹底を図ることが出来た。
・下水道施設の喫緊の課題である「老朽化・防災・環境配慮」に
対応した調査・工事を着実に推進した。
・安全・安心して利用出来るライフラインの構築に向けて、流域
下水道業務継続計画（BCP）の策定や新たな災害協定の締結な
ど、下水道施設の危機管理の強化を図ることが出来た。
・今後も引き続き、流域市町・下水道公社・災害協定締結業者と
の連携を深め、危機管理体制の充実強化に努めていく。


