
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

　　湘南港ヨットハウス 　　　　国道129号戸田交差点立体化整備事業

　　　

　

　　　国道134号4車線化事業（花水橋） 酒匂川の河床掘削

業務運営進行表

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

局名 県土整備局

　　　　　　　上溝高校新築工事

県立観音崎公園アスレチックの森

県土整備局が行っている主な事業を、総務室及び部（５部）ごとに紹介します。 

１  総務室 

 ・    県土整備局の組織及び人事に関することを行っています。 

 ・  所管管行政の企画及び調整に関することを行っています。 

 ・    県土整備総合情報 システムの推進に関することを行っています。 

 ・  土地収用法に基づき設置された収用委員会事務局に関することなどを行っています。 
    

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や入札・契約に関する事務行っています。 

 ・    建設業法の施行に関することを行っています。 

 ・  宅地建物取引業法の施行に関することを行っています。 

 ・  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を行っています。 

 ・  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を行っています。 

 ・  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を行っ   

  ています。 

 ・  土地収用法の施行に関することなどを行っています。 

 

３   都市部 

 ・   都市施策の総合的企画及び調整を行っています。 

 ・   都市計画法の施行に関することを行っています。 

 ・   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を行っています。 

 ・   東海道新幹線新駅の設置に関することを行っています。 

 ・    ツインシティの整備に関することを行っています。 

 ・   交通施策の総合的企画及び調整に関することを行っています。 

 ・   リニア中央新幹線の建設促進に関るすることを行っています。 

 ・   市街地整備に関すること、景観施策の推進に関することを行っています。 

 ・   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ます。 
 

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を行っています。 

   ・   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を行っています。 

 ・   道路及び街路の整備に関することを行っています。 

 ・     橋梁事業及び鉄道との立体交差事業に関することを行なっています。 

   ・   道路及び街路の維持管理に関することを行っています。 

   ・     交通安全施設の整備に関することを行っています。 

   ・    道路の占用、自費工事等の許認可に関することを行っています。 

   ・   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ます。     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

５    河川下水道部 

  ・   河川の利用、調査、計画及び管理に関することを行っています。 

  ・  河川整備に関することを行っています。 

  ・  水防に関することを行っています。 

  ・    砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業に関することを行っています。 

  ・    海岸事業及び港湾事業に関することを行っています。 

  ・    下水道事業に関することを行っています。 



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

収入科目 年間計画額
国庫支出金 15,956,174 40,871 14,882,498 -10,897 14,912,472
諸収入 3,279,676 357,817 410,943 591,265 1,100,268 457,398 2,917,692
流域下水道事業収入 16,541,653 4,574,292 2,530,193 3,434,172 3,572,101 7,612,891 21,723,648
県営住宅管理事業収入 13,182,388 2,451,164 2,911,096 2,672,489 3,805,179 680,984 12,520,912
その他 3,310,728 872,380 1,068,903 227,516 613,719 44,924 2,827,441
収入計（A) 52,270,619 8,255,654 6,921,135 6,966,313 23,973,765 8,785,299 54,902,166

項目 (再)配当額
事業費 168,800,116 9,507,429 21,200,145 23,288,334 64,748,304 21,258,984 118,744,214

維持管理費 394,917 53,713 83,452 88,187 112,696 49,577 338,046
計 169,195,034 9,561,144 21,283,595 23,376,523 64,860,999 21,308,561 119,082,264

3,452,788 2,331,591 3,532,031 2,438,689 11,755,091
13,013,930 23,615,190 26,908,548 67,299,689 21,308,561 130,837,360

△ 4,758,276 △ 16,694,055 △ 19,942,235 △ 43,325,924 △ 12,523,262 △ 75,935,194

Ⅲ　職員配置状況
４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

1,227 1,245 1,240 1,244
153 158 160 158

1,380 1,403 1,400 1,402

Ⅳ  業務実施状況

１　安全・安心にくらせる県土づくりの推進　

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 累計

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

収入済額

 自然災害から県民の生命や財産を守るため、災害に強い県土づくりを総合的に推進します。

相模灘及び東京湾沿岸海岸保
全基本計画変更の取組み

収
入

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

計（人）

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26年度は、｢安全で安心して暮らせ
る、活力と魅力ある県土の形成を目指して」を基本方針に、事務事業を着実に推進します。

　 東日本大震災の教訓や、津波に関する国の新たな知見を生かし、海岸保全基本計画の変更などに
  取り組みます。

支出計(B)

（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）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。

配置職員数 上記以外の職員
常勤職員

   また、緊急輸送道路沿道の地震による倒壊で道路を閉塞するおそれのある建築物について、早期に
 調査を行い、耐震化を促進するための支援事業の創設に向けて取り組みます。

項目

区分

15基
（12基）

実績

0 7 0 5

橋りょうの
耐震補強対策の実施

　　（道路部）

（１）海岸保全計画の変更の取組み 

 　　（河川下水道部）

項目　

0 7 6 1

年間目標
（前年度実績）

12橋
（11橋）

実績

14

実績・進捗状況

  変更計画案の策定に必要な業務委託の発注準備を進めました。

  設計水位の設定など、変更計画案の策定に向けた業務委託を発注しました。

　実施計画の策定に向け、沿岸市町など関係機関と調整を進めました。

（３）橋りょうの耐震補強対策の実施

   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
 平成28年度までの耐震対策に取り組みます（平成28年度までに35橋実施）。(道路部）

　変更計画を策定しました。

項目 年間目標
（前年度実績）

（４）建築物の耐震化の推進

12

（２）県管理道路への道路情報板の設置の取組み

   耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられた大規模建築物のうち、避難弱者等が利用する建築
 物について、耐震化を促進するための助成を行います。

県管理道路への
道路情報板の設置

　　（道路部）

  ・    海岸事業及び港湾事業に関することを行っています。 

  ・    下水道事業に関することを行っています。 

  ・    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    

     などを行っています。  

 

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を行っています。 

   ・    市町村公営住宅に係る指導に関することを行っています。 

   ・    県営住宅等の整備及び運営に関することを行っています。 

   ・    神奈川県住宅供給公社の経営改善の総合的な推進及び調整に関することを行っています。 

 ・     健康団地施策の総合的な企画、推進及び調整に関することを行っています。 

   ・    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を行っています。 

   ・    都市計画法に基づく開発行為等の規制に関することを行っています。 

   ・    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 累計

　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（５）ゲリラ豪雨等による自然災害を未然に防止する取組み

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

（６）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

２　次の世代へ引き継げる持続可能な県土づくりの推進　
（１）緊急輸送道路の路面下の空洞調査

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計
400㎞

（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 累計
293橋

（213橋）

（３）公共施設や構造物等の長寿命化計画の策定
　 公共施設や構造物等の維持管理を計画的に行うため、長寿命化計画の策定に取り組みます。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

６施設
（10施設）

９施設
（２施設）

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
く河床掘削の実施
（H25実績約８万９千m3）

　土砂の堆積状況を確認するための現地調査を行いました。

　現地調査、漁業協同組合等との調整を行いました。

　河床掘削の設計・工事発注を行いました。

　約７万５千㎥の河床掘削工事を実施しました。

項目

＊平成26年度までに約600㎞完了

　 橋りょうの長寿命化推進のための点検を実施します。

項目
年間目標

（前年度実績）

橋りょうの点検 80

400

100

－

　（道路部）

0 400 0 0

西湘海岸直轄事業との連携
や、相模湾におけるダム・河
川の浚渫土砂などを活用した
養浜の実施
（H25実績約14万２千m3）

実績・進捗状況

　西湘海岸直轄事業に伴う国との連絡調整、漁業者説明を実施しました。
　ゼロ県債により発注した小田原海岸（国府津地区）の養浜工事に着手したほか、
養浜材確保に向けた、ダム管理者、河川管理者等との協議を行いました。

　西湘海岸直轄事業の円滑な推進を図るため、国との役割分担の調整などを行いま
した。
　茅ヶ崎海岸（菱沼地区）などで計約１万７千㎥の養浜工事を発注したほか、小田
原海岸（国府津地区）で約９千㎥の養浜を完了しました。

　西湘海岸直轄事業の円滑な推進のため、引き続き、国との役割分担の調整などを
行いました。
　茅ヶ崎海岸（中海岸地区）などで計約７万９千㎥の養浜工事を発注したほか、大
磯海岸で養浜工事を発注し、約３千㎥の養浜を完了しました。

　西湘海岸直轄事業の円滑な推進のため、事業に関する地元との意見交換などを行
いました。
　鎌倉海岸などで発注した約２万２千㎥を含め、年度の合計では、11海岸で約13万
㎥の養浜を実施しました。

　　（河川下水道部）

項目 年間目標
実績

河川事業推進のために必要と
なる河川整備計画の策定

４河川

　　（河川下水道部）

項目　

－ － 3 0

実績

　10月17日に市町村へ対象建築物の調査を依頼しました。

  耐震化助成制度を創設するための経費を予算化しました。

5棟 2棟 1棟 0棟 8棟
大規模建築物の耐震化促進の
ための助成

年間目標

35棟

項目　 実績・進捗状況

沿道建築物の支援制度創設に
向けた取組み

  4月3日に委託調査を契約しました。

②　沿道建築物の耐震化促進のための取り組み

　　（建築住宅部）

項目

5

実績

185

河川構造物

年間目標
（前年度実績）

実績

実績

　９月30日に委託業務完了通知書を受理しました。

－ － 6 6

　（河川下水道部・都市部）

1 0 0 7 8都市公園

0

①  大規模建築物の耐震化促進の取組み

　  県管理道路の陥没事故を未然に防ぐため、緊急輸送道路約600㎞の路面下の空洞調査を行います。
　（道路部）

項目

路面下の空洞調査

年間目標
（前年度実績）



（４）太陽光発電施設等の整備

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 累計

２公園 0 0 2 0 2

20KW 0 0 20 0 20
1箇所 0 1 － － 1
５kw 0 5 － － 5

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

250灯
（250灯）

3

（１）幹線道路網等の整備

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

 　さがみロボット産業特区の取組みや2020五輪の取組みを支えるとともに、地域の活性化や利便性向上のため、
 幹線道路網や鉄道網の整備を総合的に推進します。

 　(道路部）

地域の社会経済活動を支える
ため、平成28年度を目標にし
た｢かながわのみちづくり計
画｣の推進や交流幹線道路網等
の整備推進の取組み

　都市計画道路山北開成小田原線の県道78号(御殿場大井)牛島交差点から町道242
号までの延長約0.7km区間が開通しました。

  都市計画道路金子開成和田河原線において、測量及び道路設計の委託調査に着手
しました。

　国道１号函嶺洞門バイパスにおいて、駐車場、トイレ等の利便施設及び転回場の
供用を開始しました。

・国道135号の根府川合流部において、交差形状の変更や右折レーン設置などの改
良工事の進捗に伴い、交通の切り替え行った。
・国道134号４車線化事業において、残り区間の平塚市虹ケ浜交差点から西湘バイ
パスまでの約1.1㎞の区間が開通された。
・県道22号(横浜伊勢原)用田バイパスⅡ期区間が開通された。

項目　

交流と連携を支える道路網整
備のため、自動車専用道路等
の整備促進の取組み

実績・進捗状況

　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、関越道がつながりました。

　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、連結許可取得に向けた市町の取組を
支援し、８月に国から連結許可を受け、新規事業化となりました。
　「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ました。
　また、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」を開催しました。

  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
いました。

　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。

　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をしま
した。

県立都市公園
（H25実績：２公園、20kw)

項目

薄膜太陽電池の設置

（５）省エネルギー化や環境負荷の低減に資する取組み
 　(道路部）

項目

道路照明灯のLED照明への転換
の取組み

年間目標
（前年度実績）

実績

33 219 0 38 290

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
チェンジ整備や道の駅設置に
向けた取組みの推進

　「道の駅」の設置に取組む市町村を支援するため、「道の駅相談窓口」におい
て、情報提供や助言を行いました。
　また、「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ました。

　新たな「道の駅」の設置に向けた取組みとして、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ました。
　また、「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ました。

・「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。
・「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。

活力ある県土づくりの推進

実績
 　(都市部・道路部）

　　環境に配慮した取組みを推進するため、県立都市公園で太陽光発電設備整備を推進するとともに、産業労働局との共同事
業として薄膜太陽電池を道路法面に設置を進めます。



（２）鉄道網の整備

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
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（１）ツインシティの早期事業化に向けた取組み

　　(都市部）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（２）市街地再開発の推進

　　(都市部）

　 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新の促進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（３）新駅設置を含む広域的なまちづくりの推進

　　(都市部）

　JR東海道本線の大船-藤沢駅間における、新駅設置を含む広域的なまちづくりを推進します。

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

新駅を含めた交通インフラ整
備を計画的に実施していくた
め、都市地域総合交通戦略策
定調査に着手

　「湘南地区整備連絡協議会」を開催し、新駅設置を含む広域的なまちづくりに向
けた取組みを実施しました。

　今年度補助対象の事業者に対しヒアリングを行い、事業の着実な進捗を確認しま
した。

　「湘南地区整備連絡協議会」を開催し、新駅設置を含む広域的なまちづくりに向
けた取組みを実施しました。

　「湘南地区整備連絡協議会」の事務担当者会議等を開催し、新駅設置を含む広域
的なまちづくりに向けた取組みを実施しました。

　「湘南地区整備連絡協議会」の幹事会、臨時会を開催し、新駅設置を含む広域的
なまちづくりに向けた取組みを実施しました。

項目　

市街地再開発事業

実績・進捗状況

　事業進捗に応じて補助金を交付決定しました。

　事業進捗に応じて補助金を交付決定しました。

　出来高に応じた検査を行いました。

　出来高に応じた検査を行いました。

項目　 実績・進捗状況

項目　

東海道新幹線新駅誘致地区を
中心とするツインシティの早
期事業化に向けた取組み

実績・進捗状況

　４月に大神地区の環境影響評価書案に対する意見見解書の縦覧を行い、６月に倉
見地区の骨格道路に関する法定縦覧を行いました。

　７月に大神地区の環境影響評価書案に対する審査書が送付され、都市計画決定に
向けた手続きが進められました。

　引き続き、都市計画決定に向けた取組みの推進を図りました。

　３月に大神地区の組合設立認可に必要な地権者の同意が得られました。

項目　 実績・進捗状況

リニア中央新幹線の建設促進
及び東海道新幹線新駅の誘致
に向けた取組みの推進

　６月にリニア中央新幹線沿線同盟会の総会を開催し、国の関係機関に要望活動を
行うなど、建設促進に関する取組みを実施しました。
　また、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26年度の事業計画を決定するとともに、ＪＲ東海に対し
て要望活動を行いました。

　７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、８月に「広域交流拠点整備計画検討委員
会」、９月に「橋本駅周辺地区小委員会」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ました。
  また、新幹線新駅については、８月にＪＲ東海や関係者に対して要望活動を行い
ました。

  10月に工事実施計画が認可されたことを受け、ホームページやリーフレットの改
定を行うとともに、11月にＪＲ東海等へ建設促進等の要望活動を実施しました。ま
た、「橋本駅周辺地区小委員会」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ました。
　また、新幹線新駅については、11月にＪＲ東海や関係者に対して要望活動を行い
ました。

　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。
　また、新幹線新駅については、３月に平成26年度の同盟会活動の報告や平成27年
度の事業計画を検討する同盟会幹事会を行いました。

鉄道駅のホームにおける転落
を防止し、鉄道輸送の定時性
を確保するため、主要駅へ
ホームドア等の設置の推進

地域の特性を生かした魅力ある地域づくり

　 地域の特性を生かし、良好な市街地整備、快適な居住環境の整備及び健全な都市機能の更新などを総合的に推
 進します。

　（都市部）

　３月までに、本年度の補助対象となっているホームドアの設置が完了しました。

　10月に「ホームドア設置促進連絡調整会議部会」を開催し、平成27年度の具体的
な設置に向けた取組みを実施しました。

　５月に「ホームドア設置促進連絡調整会議」を開催し、計画的な設置に向けた取
組みを実施しました。



（４）県営住宅を「健康団地」として再生する取組みの推進

 　(建築住宅部）

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

（５）安全で快適な海岸利用の推進
　　(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

（６）「新たな観光の核づくり」を支える取組み

　　　（都市部）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期
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　 組織活性化の取組み

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　（総務室）

県営住宅再生計画の策定

　計画の骨子案を作成し、有識者からヒアリングを行いました。

　引き続き、有識者からヒアリングを行なうとともに、団地自治会のアンケート調
査を実施しました。

　引き続き、有識者からヒアリングを行なうとともに、計画の素案を作成しまし
た。

　県営団地再生計画を策定した。

項目　

適正な海岸利用に関する方針
の策定とこれを踏まえた施策
の実施

実績・進捗状況

　有識者らで構成する「かながわの海岸利用に関するあり方検討会」（平成26年３
月設置）を２回（第２回～第３回）開催し、主に海の家の諸課題について議論しま
した。

　藤沢市などの海水浴場の現地視察を実施するとともに、検討会を４回（第４回～
第７回）開催し、海水浴場のルールなどに関する議論を経て、報告書（案）の検討
を行いました。

　第８回（最終)の検討会で取りまとめられた報告書が、11月に県に提出されまし
た。検討会からの提言や今シーズンの状況を踏まえ、庁内検討推進会議で、関係市
町の参画も得ながら、平成27年度以降の取組方針の検討を行いました。

　推進会議で取りまとめた取組方針に基づき、新たなガイドラインを作成しまし
た。
　また、ガイドラインの作成等を検討する庁内会議と、海岸利用の中長期的な課題
を検討する推進会議を１本化し、取組みを強化・推進する体制を整備しました。

海の家をはじめ海岸利用のあり方について、有識者らで構成する検討会からの提言を受け、にぎわいを維持しつつ安全で快
適な海岸利用を推進します。

項目　

大磯城山公園内の旧吉田茂邸
再建

　再建工事に係る大磯町への技術的支援及び調整会議の開催しました。

　再建工事に係る大磯町への技術的支援及び調整会議の開催しました。

　再建工事の請負契約を締結し、工事に着手しました。

　再建工事を施工中です。

実績・進捗状況

技術職員の育成、組織運営の活性化

項目　

　県営住宅を、高齢者が健康で安心して暮らせる｢健康団地｣として再生する取組みを推進します。

空き住戸を活用したコミュニ
ティ活動を支援する拠点の整
備

実績・進捗状況

　拠点の整備に向けて、団地の自治会や地元市と協議を密に行いました。

　先行団地の自治会等と協議を進めるとともに、全団地自治会を対象に、「健康団
地説明会」及び「アンケート調査」を実施しました。

  先行団地の自治会等と協議を進め、空き住戸の活用については、自治会の意見を
踏まえて、住戸改修の設計を行いました。

　日野団地、浦賀かもめ団地に、空き住戸を活用した支え合い活動の拠点を整備し
た。

提言を受け、取組みを実施

実績・進捗状況

　提言の内容について、局内各所属に周知し促進を図りました。

　新規採用職員を対象に、本庁所属の職員は各事務所等へ、各事務所等の職員は本
庁所属へそれぞれ派遣し、それぞれの職務内容を体感する局内お試しトレードを実
施しました。

　局内各所属における上半期の取組状況を取りまとめ、局内各所属に周知しまし
た。また、職場の整理整頓等によりクリーン県土を進めるよう呼びかけを行いまし
た。

　様々な考えや悩みを持つ女性職員と様々な経験を持つ女性職員との交流を通し
て、女性職員の課題等の解決の参考に資するため、県土整備局女性職員のつながる
会を実施し、意見交換を行いました。

　 技術職員の育成や組織運営の活性化を図るため、職員だれもが新たな発想を持ちながら仕事に取り組むととも
 に、風通しのよい職場づくりを推進します。

　平成25年度に設置した県土整備局業務改善・組織活性化プロジェクトチームの提言を受け、組織活性化に向け取組みを実施
します。

項目　



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

　さがみ縦貫道路の全線開通や国道134号4車線化事業完成など各種事業を着実に進めるとともに、
土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査結果や大規模盛土造成地マップを公表するなど「安全
で安心して暮らせる、活力と魅力ある県土の形成」に向けた取組みを推進しました。
　また、いのち貢献度指名競争入札の全庁展開や最低制限価格率の運用見直しなど、平成27年度か
らの入札制度の改善策を決定しました。

　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次の世代へ引き継げる持
続可能な県土づくりの推進」、「③活力ある県土づくりの推進」、「④地域の特性を生かした魅力
ある地域づくり」、「⑤技術職員の育成、組織運営の活性化」を重点取組目標に掲げて諸事業に取
り組みました。
　具体には、「①安全・安心にくらせる県土づくりの推進」に係る諸事業として、橋りょうの耐震
補強対策、大規模建築物の耐震化促進、酒匂川の土砂環境の回復を目的とした河床掘削、道路情報
板の設置の実施などを行いました。
　「②次の世代へ引き継げる持続可能な県土づくりの推進」に係る諸事業として、路面下空洞調
査、橋りょう点検、構造物等の長寿命化計画策定、太陽光発電設備整備、薄膜太陽電池設置、ＬＥ
Ｄ道路照明灯への転換などを行いました。
　「③活力ある県土づくりの推進」に係る諸事業として、さがみ縦貫道路といった自動車専用道路
の整備促進、県道22号（用田バイバス）などの交流幹線道路網等の整備推進、スマートＩＣや道の
駅設置推進、リニア中央新幹線建設促進、主要駅へホームドア等設置促進などを行いました。
　「④地域の特性を生かした魅力ある地域づくり」に係る諸事業として、県営団地再生計画の策
定、大磯城山公園内の旧吉田邸再建工事などを行いました。
　「⑤技術職員の育成、組織運営の活性化」に係る諸事業として、平成２５年度に設置した県土整
備局業務改善・組織活性化プロジェクトチームの提言を受け、局内お試しトレードやクリーン県土
などを行いました。
　こうした諸事業に本庁組織・出先機関が一丸となって取り組み、重点取組目標の着実な推進を図
ることができたと考えています。

連絡先（電話番号） 045-210-6079

局長評価

　湘南港のヨットハウスの開所や圏央道（さがみ縦貫道路）相模原愛川IC～高尾山IC間が開通し、
東名高速と中央道、関越道がつながるなど各種事業の取組みを進めました。
　また、「安全で安心して暮らせる、活力と魅力ある県土の形成」を目指して、事業の前倒し発注
など事業の早期完成の推進に取り組みました。

　上半期８割発注目標が概ね達成できたほか、今期で年間目標計画を達成した事業があるなど、
「安全で安心して暮らせる、活力と魅力ある県土の形成」を目指して、事業の早期実施に取り組み
ました。
　また、入札制度の改善に向けて、検証作業を進めてきました。

　｢安全で安心して暮らせる、活力と魅力ある県土の形成を目指して」を基本方針に各種事業の完成
に向けた取組みを進めました。
　また、平成27年度当初予算編成や平成25年度決算認定に係る諸事務を進めました。さらに、来年
度に向けた入札制度の見直しのための検討を行いました。


