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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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。

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/1913/

所属のホームページ

藤沢土木事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

藤沢土木事務所では 道路、河川、砂防、海岸、

港湾及び公園等の都市基盤の整備や管理に関する

事業を実施しているほか、道路法、河川法に基づ

く許認可事務等を行っています。 

  

（用田バイパス完成） 

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

636,211 335,856 40,293 18,827 27,171 998 423,145

101,609 39,631 41,461 18,664 67,070 -716 166,110

39,437 41,445 1,103 2,145 44,693

777,257 416,932 82,857 37,492 96,386 282 633,948

項目 (再)配当額

事業費 9,922,345 925,967 2,103,513 2,589,785 2,697,211 1,605,832 9,922,307

維持管理費 29,685 4,191 5,507 7,508 9,661 2,818 29,685

計 9,952,030 930,157 2,109,020 2,597,293 2,706,872 1,608,650 9,951,992

260,841 177,533 264,490 178,331 881,195

1,190,998 2,286,553 2,861,782 2,885,203 1,608,650 10,833,187

△ 774,066 △ 2,203,696 △ 2,824,291 △ 2,788,817 △ 1,608,368 △ 10,199,239

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

その他

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 93 94 94 94

上記以外の職員 15 15 15 15

計（人） 108 109 109 109

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1913/


Ⅳ　業務実施状況

１　都市基盤の整備・管理に関する調査・工事（数字で表せるもの）

　①　都市基盤の新設・改良

契約件数 執行額（千円）

30 578,026

(14)

46 1,608,441

61 1,764,272

25 564,308

76 4,515,047

(14)

（注）契約件数括弧内の件数は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数

　②　都市基盤の維持・管理

契約件数 執行額（千円）

216 1,559,639

(21)

191 992,469

175 1,052,027

147 267,131

729 3,871,266

(21)

（注）契約件数括弧内の件数は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数

第３・四半期
１０月に襲来した台風による、道路冠水や倒木への対
応、護岸崩落の応急復旧等河川堤防の補修を実施したほ
か、海岸においては浜崖の整正を速やかに実施した。

第４・四半期

傷んだ道路や河川堤防の補修、砂防林の間伐、公園では
トイレの補修を行うなど、適切な維持管理に努めた。ま
た、道路では、凍雪害対策として凍結防止剤の散布を行
い交通の安全を確保した。

第４・四半期

累計

　　　傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定､河川堤防の除草､港湾や公園施設の補修､砂防林の害虫防除等
    の維持･管理を実施する｡

累計

用田バイパスⅡ期区間を年度末に供用開始し、合わせて
Ⅰ期区間を４車線で供用した。また、辻堂海浜公園の
プール休憩施設の設置も完成した。

実績・進捗状況

第１・四半期
ゼロ県債により道路舗装の補修や、街路樹等の枯損木を
伐採し事故の未然防止に努めるとともに、河川の転落防
止柵や公園のプールの補修等の工事を実施した。

第２・四半期

適切な維持管理を進めるため、傷んだ舗装の補修や河川
堤防の除草、砂防林の間伐を実施するとともに、街路樹
剪定を行い道路美化を推進した。また、台風シーズンに
入り緊急業者との連携を再確認し対応に努めた。

時期

　　　バイパス道路の新設や既存道路の拡幅改良、河川・海岸の堤防の整備、港湾や公園施設の改良等
    を実施する。

実績・進捗状況

（仮称）湘南台寒川線において施設設計や大型補償物件
の補償調査に着手したほか、昨年度に引き続き、境川と
引地川の遊水地の整備工事等を進めた。また、湘南港の
ヨットハウスが完成しました。

用田バイパスⅡ期区間の年度内供用に向けた関連工事や
小出川の護岸整備、茅ヶ崎海岸の養浜工事等を進めた。
また、茅ヶ崎里山公園の太陽光発電設備が完成した。

用田バイパスⅡ期区間の年度内供用に向けた関連工事を
全て執行したほか、藤沢海岸の養浜工事や辻堂海浜公園
のプール改修工事を進めた。

時期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期



２　事業用地の取得（数字で表せるもの）

　　関係地権者と交渉し、都市基盤の整備・管理に必要な事業用地を取得する。

契約件数 執行額（千円）

54 639,236

３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

　　道路、河川、海岸、港湾、公園に関する占用許可や道路、河川の境界確定等の許認可事務を行う。

許可・届出件数

1,781

第３・四半期

第４・四半期

都市計画道路横浜藤沢線、県道21号、小出川等で1,805㎡
の用地取得を行った。

65,068
都市計画道路横浜藤沢線、県道311号、国道467号、小出
川等で379㎡の用地取得を行った。

第２・四半期

59,603
都市計画道路横浜藤沢線、県道32号、小出川等で1,335㎡
の用地取得を行った。

第２・四半期

第３・四半期

9

7

累計

460

時期

第１・四半期

269,487第４・四半期

累計

16

433

境川不法係留船対策として、江ノ電橋下流から西浜橋上流にかけて引き
続き自主撤去を促し、簡易代執行を実施し、行政代執行の準備にも着手
した。また、「海の家」における自主ルールの遵守状況等を確認するた
め、海水浴場において関係機関と連携したパトロールを実施した。

427

境川不法係留船対策では、西浜橋上流上流の不法係留船に対して撤去命
令等を発出し、自主撤去を促すと共に、3隻の行政代執行を実施した。
また、これに併せて河川横断ブイを移動した。その結果、西浜橋下流区
間（約0.9キロ）が今後の対策実施エリアとして残るのみとなった。

実績・進捗状況

461

境川不法係留船対策として、江ノ電橋から下流の所定の区間で行政代執
行を予定したが、対象船が自主撤去し不法係留が解消された。また、は
しごやロープなどを簡易代執行するとともに、再係留防止のための河川
横断ブイを移設した。また、大雨による災害防止のため、土砂災害防止
パトロールを実施した。

境川の不法係留対策では、西浜橋から弁天橋の間の不法係留船に対して
撤去命令を発出し、自主撤去を促すとともに、2月から3月にかけ2隻を
行政代執行した。また、係留管などを簡易代執行により撤去した。さら
に、再係留防止のため、撤去が進んだ河岸に並行して、ポイントごとに
ブイを設置した。

実績・進捗状況

245,078
都市計画道路横浜藤沢線、県道22号、県道311号等で489
㎡の用地取得を行った。

第１・四半期 22

時期



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

都市基盤の整備として用田バイパスⅡ期区間を供用開始するなど一定の
成果をあげることができた。また、維持管理面では、傷んだ道路や河川
堤防の補修、砂防林の間伐を行うなど、適切な維持管理に努めた。さら
に、行政代執行などにより引き続き境川の不法係留船対策に取り組ん
だ。

工事の早期発注に努め、上半期に約８割の工事を発注することができ、
用田バイパスⅡ期区間の供用、道路法面への防草シート一体型薄膜太陽
電池の導入など、全般的に事業の着実な進捗を図ることができた。ま
た、災害協定業者と連携し情報伝達訓練等の震災対策訓練に取り組み、
県民の安全・安心を確保することができた。さらに、懸案の境川不法係
留船対策も計画的に取り組み、一定の成果をあげることができた。

今年度から試行している「いのち貢献度指名競争入札」に基づく発注に
より、地域の安全・安心を確保するため必要な工事等を早期に実施する
ことができた。また、目標としていた「上半期８割発注」を達成し、着
実な事業進捗を図った。

0466-26-2111　内線403連絡先（電話番号）

所属長評価

今年度も工事の早期発注に努め、「上半期８割発注」に向けて順調な事
業進捗を図ることができた。また、新年度早々に災害時等の緊急対応業
者への説明会を開催し、担当者や連絡先等を確認することにより、緊急
対応の体制を整えた。さらに、湘南港のヨットハウスも無事完成し、６
月には開所式を行うことができた。

10月の台風による被害対応を迅速に実施し、早期復旧することができ
た。また、太陽電池の普及・促進を図るため、12月には県内で初めてと
なる道路法面への防草シート一体型薄膜太陽電池を導入できた。その
他、徒歩による道路･河川のパトロールや、災害協定業者の参加を得て
情報伝達訓練等の震災対策訓練に取り組んだ。


