
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

（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/f6840/

所属のホームページ

厚木土木事務所津久井治水センター

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 当センターでは、主に河川、砂防、公園等の土木施設の維持、改良工事と各事業

に必要な用地の確保等の土木事業を実施しているほか、土砂災害防止法に基づく

特別警戒区域等の指定、河川法、砂防法、都市公園法や土砂条例等に基づく許認

可事務等の仕事を行っています。 

所属長の写

真・イラスト

など（任意） 

 

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

25,000 23,785 252 96 1,585 25,718

500 486 4 490

200 194 42 44 68 347

25,700 24,465 298 139 1,653 0 26,555

項目 (再)配当額

事業費 2,009,108 227,139 279,489 396,446 525,339 290,581 1,718,993

維持管理費 27,276 3,048 6,562 5,781 7,011 3,871 26,273

計 2,036,384 230,187 286,051 402,227 532,350 294,452 1,745,267

78,918 53,830 79,626 53,729 266,103

309,105 339,881 481,852 586,079 294,452 2,011,370

△ 284,640 △ 339,584 △ 481,713 △ 584,426 △ 294,452 △ 1,984,815

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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 29 29 28 29

上記以外の職員 3 1 3 1

計（人） 32 30 31 30

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6840/


Ⅳ　業務実施状況

１　河川の改修、維持管理等に関する工事、調査等（数字で表せるもの） 

洪水被害を防止するため河川改修事業を実施するほか、護岸の補修等、河川の維持管理を行っています。

契約件数 契約額(千円)

31 77,409

40 97,505

27 133,397

42 66,673

140 374,984

２　砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業に関する工事、調査等（数字で表せるもの）

　　砂防施設の整備や維持管理を行うほか、急傾斜地崩壊対策を推進しています。

契約件数 契約額(千円)

8(2) 8,387

23 94,084

18 112,741

36 108,960

85(2) 324,172累計

（注）契約件数の（　　）内は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数

第２・四半期

アビコ沢、与瀬中野沢の砂防堰堤の設置工事や土砂災害
防止法に基づく基礎調査結果（緑区相模湖地区）の区域
指定を進めるため、地域住民への説明会を開催するなど
の業務を進めるとともに、今後の工事発注のために地元
住民や関係機関との調整、設計・積算業務を進めた。

第３・四半期

与瀬中野沢の砂防堰堤の設置工事、根小屋の急傾斜崩壊
対策工事〔法面工〕や土砂災害防止法に基づく区域指定
のための基礎調査（緑区城山地区・藤野地区）を進める
とともに、今後の工事発注のために地元住民や関係機関
との調整、設計・積算業務を進めた。

第４・四半期

与瀬中野沢の砂防堰堤の設置工事、根小屋の急傾斜崩壊
対策工事〔法面工〕や土砂災害防止法に基づく区域指定
のための基礎調査（緑区城山地区・藤野地区、旧相模原
地区）を進めるとともに、今後の工事発注のために地元
住民や関係機関との調整、設計・積算業務を進めた。

（注）契約件数の（　　）内は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数

時期 実績・進捗状況

第１・四半期

アビコ沢堰堤の設置工事や土砂災害防止法に基づく基礎
調査（緑区城山地区）などを進めるとともに、今後の工
事発注のために地元住民や関係機関との調整、設計・積
算業務を進めた。

第３・四半期
境川、串川、鳩川の護岸工事や管理河川の除草などを進
めるとともに、今後の工事発注のために地元住民や関係
機関との調整、設計・積算業務を進めた。

第４・四半期
境川、串川、鳩川の護岸工事や河床整理などを進めると
ともに、今後の工事発注のために地元住民や関係機関と
の調整、設計・積算業務を進めた。

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
境川の護岸補修工事や河床掘削工事などを進めるととも
に、今後の工事発注のために地元住民や関係機関との調
整、設計・積算業務を進めた。

第２・四半期
境川、串川の護岸工事や管理河川の除草などを進めると
ともに、今後の工事発注のために地元住民や関係機関と
の調整、設計・積算業務を進めた。



３　都市公園の整備、維持管理等に関する工事、調査等（数字で表せるもの） 

　　相模湖公園、津久井湖城山公園、相模原公園の整備、維持管理等を行っています。

契約件数 契約額(千円)

10 15,106

7 67,615

11 40,194

7 17,163

35 140,078

４　事業用地の取得等（数字で表せるもの）

　　関係地権者等と交渉し、事業に必要な用地の取得や補償を行っています。

契約件数 契約額(千円)

0 0

3 28,172

5 124,614

9 180,041

17 332,827

５　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

　　河川法、砂防法、都市公園法等に基づく許認可、敷地の境界確定等の事務を行っています。

許可・届出件数

55

52

62

234

403

第４・四半期
許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用案
件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
た。

累計

第１・四半期
許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用案
件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
た。

第２・四半期
許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用案
件の是正指導や土砂埋立行為許可案件の完了に向けての必要な指導
等を行った。

第３・四半期
許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用案
件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
た。

第４・四半期
河川改修工事及び砂防工事において、433.05㎡の用地を
取得した。

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
第２四半期以降の契約に向けて精力的に調査、交渉を進
めた。

第２・四半期 河川改修工事において、76.03㎡の用地を取得した。

第３・四半期 河川改修工事において、232.92㎡の用地を取得した。

累計

（注）契約件数の（　　）内は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数

時期 実績・進捗状況

第２・四半期
津久井湖城山公園の法面対策工事や広場改修工事発注の
ための設計・積算業務を進めるとともに、今後の工事発
注のための設計・積算業務を進めた。

第３・四半期
津久井湖城山公園の法面対策工事や広場改修工事を進め
るとともに、今後の工事発注のための設計・積算業務を
進めた。

第４・四半期
津久井湖城山公園の法面対策工事や広場改修工事を進め
るとともに、今後の工事発注のための設計・積算業務を
進めた。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
津久井湖城山公園の主園路の整備工事などを進めるとと
もに、区域拡大のための調査や関係機関との調整、今後
の工事発注のための設計・積算業務を進めた。



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

連絡先（電話番号）
管理課（042-784-1111

内線431、433）

所属長評価

　４月に今年度の災害応急工事施工業者を対象とした説明会を開
催、５月に建設業協会２支部（津久井、相模原）との意見交換を実
施するなど、地震、風水害等の災害時応急体制整備に努めるととも
に、昨年度からの継続事業の推進、河川施設、砂防施設等の整備・
補修、更に既存３公園の整備及び維持修繕工事等、今後の工事発
注、施工等の準備を順調に進め、今年度事業を円滑にスタートさせ
ることが出来た。

  8月から続いた荒天の影響等で、境川や鳩川で軽微な損壊や倒木等
があり、小規模な緊急工事を要する事態となったが、緊急業者との
連携により速やかに対処することができた。境川の用地交渉も精力
的に行われており、今年度契約予定の案件は概ね成約の見通しと
なった。また、許認可指導案件も継続した案件が多いが業務は順調
に推移している。河川・砂防急傾斜・公園の各事業については、上
半期執行の目標を概ね達成させ順調に推移している。

 10月２週連続で上陸した台風の影響等で、境川や鳩川で急激な水位
上昇があったが、大事には至らなかった。建設業協会両支部と連携
した地震対策訓練や意見交換会を実施するなど災害時応急体制の充
実強化を図った。
　また、河川・砂防急傾斜・公園の各事業について、用地取得の進
捗、上半期に発注した事業の順次完成など、着実に進展しており、
河川法、土砂条例等に基づく許認可事務を適正に執行した。リニア
中央新幹線事業関連の許認可・技術審査業務も本格始動した。

  河川、砂防、都市公園事業の業務実施状況は、工事実施や用
地買収事業等、概ね当初の目標を達成した状況である。
  また、土砂災害防止法に基づく、指定に向けた県民説明会の
開催を計画通り実施し、基礎調査においては、旧相模原市域を
前倒して実施するなど、次年度への継続を速やかに履行する事
が出来た。河川法、砂防法、都市公園法や土砂条例に基づく許
認可事務の執行についても年間を通じて適切に対応出来た。

　河川、砂防、都市公園等の維持、改良事業、各事業に必要な用地
取得、及び各法令等に基づく許認可事務等における当センターの平
成26年度の目的、目標は大概達成した。


