
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

小田原土木センター庁舎
(小田原市東町5-2-58）

（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/1
914/

所属のホームページ

県西土木事務所
小田原土木センター

室・課（出先は所属）名

　県西土木事務所小田原土木センター
は、道路、河川、砂防、海岸、港湾、
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、
河川法などに基づく許認可事務等を
行っており、所管区域は小田原市、足
柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町の１
市３町（総面積約255k㎡）となってい
ます。

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

135,447 4,907 130,820 1,394 80 3 137,204

8,218 76 2,570 5,832 1,216 27 9,722

3,324 2,004 249 112 222 2,588

146,989 6,987 133,639 7,338 1,519 30 149,514

項目 (再)配当額

事業費 8,729,891 676,248 1,692,662 1,267,510 1,591,200 1,500,263 6,727,882

維持管理費 23,091 2,943 4,960 4,287 7,207 2,748 22,146

計 8,752,981 679,191 1,697,622 1,271,797 1,598,407 1,503,011 6,750,028

189,366 128,159 192,349 126,754 636,628

868,557 1,825,781 1,464,146 1,725,161 1,503,011 7,386,655

△ 861,570 △ 1,692,142 △ 1,456,808 △ 1,723,642 △ 1,502,981 △ 7,237,142

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 66 67 65 66

上記以外の職員 10 10 10 10

計（人） 76 77 75 76

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1914/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1914/


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)

69
(5)

993,647

107 849,252

92 511,649

80 905,058

348
(5)

3,259,606

（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)

175
(10)

553,481

184 362,036

189 789,485

141 599,465

689
(10)

2,304,467

（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　事業用地の取得（数字で表せるもの） 

契約件数 執行額(千円)

25 322,100

17 346,733

9 57,281

10 112,307

61 838,421

バイパス道路の新設や既存道路の改良、河川・海岸の堤防や砂防施設の整備、港湾や公園施設の改良
等を実施する。

傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定、河川の河床整理や堤防の除草、港湾や公園施設の補修等の維持・
管理を実施する。

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。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　国道１号函嶺洞門バイパス周辺部の整備に着手したほ
か、ゼロ県債により酒匂川の堤防整備などを進めた。
（前年度契約件数97(4）件　執行額601,176千円）

第２・四半期
　大涌沢の土砂災害対策工事に着手したほか、（都）穴部
国府津線（Ⅳ期）事業などを推進した。
（前年度契約件数122件　執行額972,936千円）

第３・四半期
　真鶴港の沖防波堤の整備を推進したほか、国道１号函嶺
洞門バイパス周辺施設の供用を開始するなど、施設整備を
進めた。(前年度契約件数140件　執行額673,600千円）

第４・四半期

　南足柄市と箱根町を連絡する道路の調査・設計を進めた
ほか、恩賜箱根公園の公衆用トイレを建替えるなどの施設
の改良を実施した。
（前年度契約件数129件　執行額1,310,577千円）

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　ゼロ県債により道路の舗装や歩道の補修工事を進めたほ
か、街路樹の剪定や公園施設の補修を実施した。
（前年度契約件数157(11）件　執行額480,550千円）

第２・四半期

　国道１号や県道74号（小田原山北）などの街路樹の剪
定、酒匂川や早川などの堤防除草を行い、施設の維持・管
理に努めた。
（前年度契約件数174件　執行額314,280千円）

第３・四半期

　県道709号（中井羽根尾）等の舗装補修や国道138号の側
溝整備を行うなど、管内施設の維持管理を実施し安全確保
に努めた。
（前年度契約件数255件　執行額773,281千円）

第４・四半期
　飯泉橋などの橋りょうの補強・補修や、河床堆積土砂の
除去などを行い、災害の未然防止を図った。（前年度契約
件数305件　執行額654,950千円）

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　都市計画道路小田原山北線などで917㎡の用地取得を
行った。（前年度契約件数30件　執行額449,267千円）

第２・四半期
　都市計画道路小田原山北線などで777㎡の用地取得を
行った。
（前年度契約件数20件　執行額222,216千円）

第３・四半期
　都市計画道路小田原山北線などで916㎡の用地取得を
行った。
(前年度契約件数41件　執行額66,161千円）

第４・四半期
　都市計画道路小田原山北線などで688㎡の用地取得を
行った。
(前年度契約件数39件　執行額272,673千円）

累計



３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの） 

許可・届出件数

143

223

215

228

809

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

　　道路法、河川法、海岸法等に基づく占用許可、敷地の境界確定等の許認可事務を行う。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　砂防指定地等の適正な管理を図るため、砂防パトロールを実施した
他、建設発生土にかかる不適正事案を防止するためパトロール等を実
施した。（前年度許可・届出件数181件）

第２・四半期

　河川利用の適正化を図るため、酒匂川において関係機関と合同で
ホームレスに対する退去指導等を実施し、早川等において水難事故防
止のための注意喚起を実施した。
　また、通常実施している道路、河川等のパトロールの他、屋外広告
物パトロール、海の家に関するパトロール、芦ノ湖パトロールを実施
した。（前年度許可・届出件数173件）

第３・四半期
　道路、河川等のパトロールの他、芦ノ湖利用の適正化を図るためパ
トロールや土砂条例パトロールを実施した。
（前年度許可・届出件数214件）

第４・四半期

　道路、河川等の定期パトロール、関係機関と合同で酒匂川のホーム
レスに対する撤去指導などを引き続き実施するとともに、箱根駅伝の
開催に備え、国道１号の不法占用の取締りを強化した。
（前年度許可・届出件数228件）

連絡先（電話番号） 0465(34)4141 内線(210)

累計

所属長評価

　都市基盤の整備を進めるため、工事や事業用地の取得に積極的に取
り組んだ。
　また、安全・安心の確保のため、関係者と災害時等の連携体制を確
認し、これに基づき必要な緊急対応を行なった。

　安全で魅力ある地域づくりのための都市基盤の整備を推進するとと
もに、観光地や市街地の道路、河川等の環境整備に取り組んだ。

　管理施設の損傷箇所の補修等都市基盤の維持管理を進めるととも
に、12月には凍雪害対策本部を立ち上げ、冬季の箱根山間部を中心と
する道路交通の安全確保を図った。

　安全・安心の確保のため、橋りょうの補強・補修や河床堆積土砂の
除去などに取り組むとともに、海岸・港湾・砂防施設の整備や道路法
面対策などを実施し、災害の未然防止を図った。

　工事等の発注や用地取得を計画的に行い、着実に都市基盤整備事業
の進捗を図った。
　また、所管施設の適正な維持管理のためパトロールを実施するとと
もに、地元建設業者との緊密な連携により、道路、河川等の補修等を
適切に行い、地域の安全・安心の確保に努めた。


