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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
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所属のホームページ

横浜川崎治水事務所

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

第１号様式

所属進行表

当所では、横浜市内の河川、砂防、急傾斜地、公園等の都市基盤の整

備等に関する事業を実施しているほか、河川法、土砂法等に基づく許認

可事務等を行っています。

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

118,821 26,631 79,082 1,847 8,084 103 115,747

3,347 823 1,148 938 843 266 4,019

2,914 2,479 290 169 169 3,107

125,082 29,933 80,520 2,954 9,096 369 122,872

項目 (再)配当額

事業費 3,531,805 535,961 543,900 625,729 973,444 852,771 3,531,805

維持管理費 67,985 6,617 10,835 17,004 16,909 16,620 67,985

計 3,599,790 542,579 554,734 642,733 990,353 869,391 3,599,790

133,237 91,116 137,341 95,902 457,595

675,816 645,850 780,074 1,086,254 869,391 4,057,385

△ 645,883 △ 565,330 △ 777,120△ 1,077,158 △ 869,022△ 3,934,513

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）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　事業実施の状況

１　河川事業、急傾斜地事業、公園事業（数字で表せるもの） 

①　河川事業

契約件数 執行額（千円）

140

(2)

585

(2)
（注）契約件数（　）内の件数は、ゼロ県債等債務負担行為の件数で内数

第１・四半期 157,680
鶴見川川和遊水地の排水樋管・大岡川分水路水門の長寿
命化計画策定業務の発注及び管内の清掃・除草工の発注
を行った。

時期 実績・進捗状況

（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４・四半期 125 610,459
石崎川の耐震補強工事、柏尾川の用地補償などの発注を行っ
た。

累計 2,099,159

第２・四半期 153 944,957
恩田川の護岸工事、大岡川の親水護岸工事及び日野川の親水
護岸工事などの発注を行った。

第３・四半期 167 386,063
早淵川の護岸工事、大岡川分水路の水門設備補修工事などの
発注を行った。

鶴見川、帷子川、柏尾川、大岡川及び侍従川の各水系において河川改修・維持管理工事等を実施
する。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 46 48 49 49

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 49 51 52 52

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1945/


②　急傾斜地事業

横浜市内において、急傾斜地崩壊対策工事の実施や土砂災害防止法に基づく調査・指定等を実施する。

契約件数 執行額（千円）

18

(6)

97

(6)
（注）契約件数（　）内の件数は、ゼロ県債等債務負担行為の件数で内数

③　公園事業

保土ヶ谷公園、三ッ池公園、四季の森公園等において、公園施設の整備や改修等を実施する。

契約件数 執行額（千円）

15

(0)

752,954

平成25年度２月補正予算及び平成26年度当初予算の中
区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区などの急傾斜地崩壊対
策工事及び測量、土質調査、設計業務の発注を行った。

第３・四半期

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 144,959

平成25年度２月補正予算及び平成26年度当初予算の磯子
区、金沢区の急傾斜地崩壊対策工事及び戸塚区、緑区、
中区、鶴見区,南区で測量、土質調査、設計業務の発注を
行った。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 362,232

25 289,277
平成26年度当初予算の南区、西区、港北区、金沢区など
の急傾斜地崩壊対策工事及び測量、土質調査、設計業務
の発注を行った。

第２・四半期 34

第２・四半期 22 100,168
三ッ池公園の遊具設置工及び四季の森公園の長寿命化計画策
定業務等の発注を行った。

第３・四半期 17 116,824
保土ヶ谷公園の広場整備工、硬式・軟式野球場の改修工及び
四季の森公園の木道改修工等の発注を行った。

篠原園地のプール社会実験に向けた管理運営業務および
修繕のほか、保土ヶ谷公園の法面対策工のための地質調
査等の発注を行った。

第４・四半期 20 84,923
平成26年度当初予算の中区、磯子区、金沢区などの急傾
斜地崩壊対策工事及び測量業務の発注を行った。

累計 1,272,113

62
(0)

（注）契約件数（　）内の件数は、ゼロ県債等債務負担行為の件数で内数

３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

区分 時　期
許可･届出
件数

第４・四半期 8 17,220
四季の森公園の法面対策工のための地質調査、設計業務およ
び篠原園地の測量調査等の発注を行った。

累計 596,444

河川法等に基づく占用の許可、敷地の境界確定等の許認可事務を行う。

実績・進捗状況

河
川
法
関
係

第１・四半期 26 　河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行った。

第２・四半期 79 　河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行った。

第３・四半期 30 　河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行った。

第４・四半期 91 　河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行った。

第３・四半期 17
　公園内における設置・管理許可、公園占用許可、公園内における行為
許可等を行った。

第４・四半期 24
　公園内における設置・管理許可、公園占用許可、公園内における行為
許可等を行った。

急
傾
斜
地
法
関
係

第１・四半期 107 　急傾斜地区域内行為に係る許可等を行った。

第２・四半期 100 　急傾斜地区域内行為に係る許可等を行った。

第３・四半期 95 　急傾斜地区域内行為に係る許可等を行った。

第４・四半期 109 　急傾斜地区域内行為に係る許可等を行った。

そ
の
他

第１・四半期 91 　土砂条例に基づく許可・届出等の受理、その他境界確認等を行った。

第２・四半期 97 　土砂条例に基づく許可・届出等の受理、その他境界確認等を行った。

第３・四半期 78 　土砂条例に基づく許可・届出等の受理、その他境界確認等を行った。

都
市
公
園
法
関
係
等

第１・四半期 32
　公園内における設置・管理許可、公園占用許可、公園内における行為
許可等を行った。

第２・四半期 25
　公園内における設置・管理許可、公園占用許可、公園内における行為
許可等を行った。

累計 1,066

第４・四半期 65 　土砂条例に基づく許可・届出等の受理、その他境界確認等を行った。



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

　平成25年度２月補正予算については、早期執行に向け工事・委託業務の発注作業
を着実に進めている。
　また、河川施設の長寿命化計画策定業務の発注、篠原園地プールでの社会実験に
向けた管理運営委託を行うなど、早急に取り組むべき事業について計画に沿って作
業を進めることができた。

　地域の魅力や特色を活かした県土づくりに向け、大岡川での親水施設整備、篠原
園地プールでの社会実験等に着実に取り組んでいる。また、災害時に発生箇所の特
定を容易にするための河川標識の設置を進めた。
　なお、工事・委託業務の早期執行に取り組んだ結果、上半期までに年間発注予定
額の８割を超える発注を行った。

　10月に発生した台風18号による管内河川の増水やがけ崩れの発生等を受け、帷子
川分水路での溢水防止工事の発注、測量会社と協力して緊急に実施したがけ崩落状
況等の把握など、災害対策に迅速に取り組んだ。
　不法係留船対策については、堀割川の一部に取締り対象区域を設け強制撤去等を
実施した結果、当該区域から不法係留船等をほぼ一掃した。

　大岡川・横浜日ノ出桟橋の本工事の完成、柏尾川遊水地の用地買収に係る物件除
却補償契約の締結など重要な工事・事業について着実に業務を進めた。また、台風
や地震等に伴い発生したがけ崩れの被害状況を迅速に把握するため、管内事業者と
新たに業務協定を結び、直ちに情報収集ができる体制を整えた。これにより、河
川・がけ・公園の主要３事業について、災害時の緊急調査体制が整備された。

　工事・委託業務については、年度を通じ迅速な発注に努め、計画的に事業を進められたと
ともに、河川の溢水防止工事など緊急対応もできた。また、公共施設の長寿命化、地域特性
を活かした河川・公園整備、不法係留船対策事業についても、実施目標を着実に達成するこ
とができた。
　災害時の情報収集にあたり、管内事業者等との協定締結により緊急調査体制を整備すると
ともに、県民から正確な通報を得るため、河川や急傾斜地標識の整備・補修を進め、域内の
災害対応能力の向上が図れた。

045-411-2500連絡先（電話番号）

所属長評価


