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県土整備局 道路部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0718/

所属のホームページ

道路企画課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

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ます。

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

238,800 176,149 62,651 238,800

0

0

238,800 0 0 176,149 62,651 0 238,800

項目 (再)配当額

事業費 8,825,344 104,379 2,151,275 2,597,532 3,957,164 6,315 8,816,665

維持管理費 0

計 8,825,344 104,379 2,151,275 2,597,532 3,957,164 6,315 8,816,665

62,337 42,663 65,801 44,702 215,502

166,715 2,193,938 2,663,333 4,001,866 6,315 9,032,167

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

収入計(A)

支出済額

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

Ⅲ　職員配置状況

（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。

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

238,800 176,149 62,651 238,800

0

0

238,800 0 0 176,149 62,651 0 238,800

項目 (再)配当額

事業費 8,825,344 104,379 2,151,275 2,597,532 3,957,164 6,315 8,816,665

維持管理費 0

計 8,825,344 104,379 2,151,275 2,597,532 3,957,164 6,315 8,816,665

62,337 42,663 65,801 44,702 215,502

166,715 2,193,938 2,663,333 4,001,866 6,315 9,032,167

△ 166,715 △ 2,193,938 △ 2,487,184 △ 3,939,215 △ 6,315 △ 8,793,367

収
入

収入科目 収入済額

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 24 23 23 24

上記以外の職員

計（人） 24 23 23 24

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　業務実績

第１四半期

第２四半期

・九都県市首脳会議で圏央道の料金の低減などについて共同提案し、６
月に国や高速道路会社に対し要望した。
・新東名高速道路の「山北スマートインターチェンジ」及びさがみ縦貫
道路の「厚木ＰＡスマートインターチェンジ」について、高速自動車国
道法等に基づく連結許可取得に向けた市町の取組を支援し、事業主体の
市町が６月末に地区協議会を開催し、国等に実施計画書を提出した。
・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。
・「道の駅」の設置に取組む市町村を支援するため、課内に設置した
「道の駅相談窓口」において、情報提供や助言を行った。

項目 実績・進捗状況

・新東名高速道路の「山北スマートインターチェンジ」及びさがみ縦貫
道路の「厚木ＰＡスマートインターチェンジ」について、高速自動車国
道法等に基づく連結許可取得に向けた市町の取組を支援し、事業主体の
市町が８月に国から連結許可を受け、新規事業化となった。
・「道の駅」の設置に取組む市町村を支援するため、課内に設置した
「道の駅相談窓口」において情報提供や助言を行うとともに、「道の駅
支援検討会議」を開催し、関係部局で課題の共通認識を図り必要な助言
を行った。
・９月８日に、道の駅等をテーマとした講演会「道路ネットワークの有
効活用」を開催した。

・道路の総合的企
画

第３四半期

第４四半期

・10月21日に国土交通省で開催された社会資本整備審議会道路分科会国
土幹線道路部会に知事が出席し、道路ネットワークの整備促進及び圏央
道や横浜横須賀道路などの割高な料金の低減、同一発着地点での料金差
の是正などについて意見発表を行った。
・10月30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。
・11月21日に開催された都市基盤整備事業推進大会及び11月27日に開催
された安全・安心の道づくりを求める全国大会に出席し、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。
・新たな「道の駅」の設置に向けた取組として、10，11月に、市町村等
を対象として、２箇所の「道の駅」の現地調査を実施した。

・１月23日に知事が菅官房長官に要望を行い、横浜横須賀道路の料金低
減や、圏央道を環状道路として利用しやすい料金にすることなどの方向
性が示された。
・２月９日に知事が太田国土交通大臣へ要望を行い、首都圏の料金体系
について、夏までにとりまとめるとの方向性が示された。
・12月から２月にかけて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」の設置に取組む市町村を支援するため、「道の駅支援検討
会議」を開催し、関係部局で課題の共通認識を図り必要な助言を行っ
た。

画



執行額
（千円）

第１四半期 104,144

第２四半期 2,148,500

第３四半期 2,597,091

項目

・自動車専用道路
網等の整備促進

・6月28日に圏央道（さがみ縦貫道路）相模原愛川IC～高
尾山IC間14.8ｋｍが開通し、東名高速と中央道、関越道が
つながった。
・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26年度分の交付決定を行い、
相模原市に対し支出した。

・７月23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につ
いてとりまとめ、国や高速道路会社に要望した。
・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。

・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。
・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
対し支出するとともに、川崎市の全体事業計画変更を承認
した。

・3月8日に圏央道（さがみ縦貫道路）寒川北IC～海老名
JCT間4.3ｋｍが開通。これにより、湘南エリアと東名高
速、中央道、関越道がつながり、広域的なアクセス性が向
上した。
・3月21日小田原箱根道路が全線開通し、箱根湯本方面へ
のアクセス性が改善し 観光客など利用者の利便性が向上

実績・進捗状況

第４四半期 3,954,274

のアクセス性が改善し、観光客など利用者の利便性が向上
した。
・3月29日に圏央道（さがみ縦貫道路）相模原ICが開通。
相模原市内や多摩地域等から圏央道へのアクセス強化が図
られた。
・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。
・道路企画課、道路管理課及び道路整備課と各政令市が次
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。



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
・さがみ縦貫道路の開通など、着実に事業を推進した。また、圏央道の
料金の低減や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。

トイ タ チ ジ 連結許可取得 向けた市町 取組を支援

項目 実績・進捗状況

・京浜臨海部にお
ける都市基盤整備
促進

・５月に東海道貨物支線貨客併用化整備検討協議会の総会を開催し、運
輸政策研究機構の研究員を講師として、「30年後の東京圏の人口、鉄道
事業及び鉄道の課題」、「東京圏の鉄道計画、進捗状況、交通政策審議
会」などの講演を実施した。

・８月８日に羽田空港周辺のアクセス整備に向けた取組みとして、東京
と神奈川を結ぶ連絡道路の整備について、国土交通省に要望を行った。
・９月８日に国、県などの関係機関を構成員とする羽田空港周辺・京浜
臨海部連携強化推進委員会が発足し、連絡道路の整備と国道357号多摩
川トンネルの整備を同時に進めることが合意された。

・東海道貨物支線貨客併用化協議会において、今後の貨客併用化の取組
みの参考とするため、沿線のまちづくりの進展状況等把握のための現場
調査を実施した。

・東海道貨物支線貨客併用化の整備検討のため、貨物線から旅客化され
た、名古屋臨海高速鉄道株式会社「あおなみ線」の現地調査を実施し
た。また、沿線、周辺の開発動向の調査を実施するとともに、学識経験
者からも意見を伺った。
・連絡道路については、川崎市と共に交通量調査を行い、周辺交通の実
態把握を行った。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

045（210）6406連絡先（電話番号）

所属長評価

・知事を先頭に圏央道や横浜横須賀道路などの割高な料金の低減につい
て国へ働きかけを行った結果、国において、平成28年度からの新たな料
金体系の導入に向けて検討が進められるなど、成果が得られた。

・さがみ縦貫道路が全線開通し、自動車専用道路網の整備が進むととも
に、国からは圏央道や横浜横須賀道路の料金体系の見直しの方向性が示
されるなどの成果が得られた。

・さがみ縦貫道路や小田原箱根道路の全線開通、東京と神奈川を結ぶ連
絡道路の整備の合意など、幹線道路の整備を促進した。
・また、道路を有効活用するため、高速道路の料金体系の見直しや、ス
マートインターチェンジや道の駅設置に向けた取組みも着実に進めるこ
とができた。

・スマートインターチェンジの連結許可取得に向けた市町の取組を支援
し、新規事業化につなげるとともに、東京と神奈川を結ぶ連絡道路につ
いては、関係機関で整備の合意がなされるなど、成果が得られた。


