
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

Ⅳ　業務実施状況

１　流域下水道の建設、改築更新、維持管理に関する調査・工事

　　流域下水道幹線の整備、処理場内の設備等の改築更新、終末処理場の上部利用施設の整備等を行います。

契約件数 執行額(千円)

24
(19)

2,922,000
(2,169,121)

・箱根小田原幹線の管渠築造工事の発注を行い、
事業の整備推進を図った。
・また、設備機器の高齢化に対応するため、昨年
度より継続している処理場内の設備等の改築更新
と維持管理事業の進捗を図った。

　県民の貴重な水源である相模川、酒匂川の水質保全と周辺地域の生活環境の改善を図るため、流域関連市町
の協力体制のもとに流域下水道の建設と維持管理を行っています。
※ 流域下水道は、各家庭等から排出される下水を市町が管理する公共下水道管を通して、流域下水道幹線に接
続し、終末処理場へ送水し処理するものです。

（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27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5739/

所属のホームページ

流域下水道整備事務所

室・課（出先は所属）名

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
（前年度同期）

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

10,800 7,443 2,143 190 56 18 9,851

60 3 19 15 11 48

0

10,860 7,446 2,162 205 67 18 9,898

項目 (再)配当額

事業費 13,597,284 1,951,262 1,082,186 2,064,698 5,242,930 3,058,982 13,400,058

維持管理費 14,635 1,559 4,572 3,500 3,539 1,381 14,551

計 13,611,919 1,952,821 1,086,758 2,068,198 5,246,469 3,060,362 13,414,609

131,010 89,795 141,620 98,979 461,403

2,083,830 1,176,553 2,209,818 5,345,448 3,060,362 13,876,012

△ 2,076,384 △ 1,174,391 △ 2,209,613 △ 5,345,381 △ 3,060,344 △ 13,866,113

収
入

収入科目 収入済額

流域下水道事業収入

諸収入

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 45 47 47 46

上記以外の職員 6 7 7 7

計（人） 51 54 54 53

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5739/


17
(11)

1,268,793
(344,305)

14
(36)

1,258,886
(1,561,237)

14
(16)

1,397,333
(1,689,899)

69
(82)

6,847,012
(5,764,562)

２　流域下水道の運転管理

執行額(千円)

1,694,698
(1,638,292)

1,375,019
(1,413,466)

時期

第１・四半期
（前年度同期）

・終末処理場の運転管理
・ポンプ場や幹線管渠の保守管理
・下水道管やマンホールの調査、点検、補修
・下水道管から採水した下水や終末処理場で処理した水の水質分
析・調査
・終末処理場やポンプ場などの電気・機械設備の点検・補修
・終末処理場上部の広場や施設の保守管理

第２・四半期
（前年度同期）

第４・四半期
（前年度同期）

・設備・機器の高齢化に対応するため、相模川流
域下水道右岸処理場水処理第１系列機械・電気設
備改築工事等の発注を行い、設備・機器改築更新
の進捗を図った。
・また、相模川流域下水道左岸処理場第１分水槽
耐震工事や酒匂川流域下水道右岸処理場流入渠耐
震対策工事の発注を行い、災害に強い施設づくり
に取り組んだ。

累計
（前年度）

　　流域下水道の運転管理等維持管理業務は、公益財団法人 神奈川県下水道公社に委託し、公社が実施して
  います。

第２・四半期
（前年度同期）

・箱根小田原幹線の管渠築造工事に着手し、事業
の整備推進を図った。
・また、設備機器の高齢化に対応するため、相模
川流域下水道右岸処理場送風機補機設備改築工事
や酒匂川流域下水道右岸処理場中央監視設備改築
工事等の発注を行い、設備等の改築更新の進捗を
図った。
・施設の計画的・効率的な維持管理を図るため、
長寿命化計画策定業務委託の発注を行った。
・災害に強い施設とするため、総合地震対策計画
策定業務委託や津波対策検討業務委託、寒川平塚
幹線管渠詳細業務委託の発注を行った。

第３・四半期
（前年度同期）

・箱根小田原幹線の管渠築造工事は、順調に進捗
を続け、さらなる事業推進を図った。
・また、設備機器の高齢化の対応については、第
２・四半期に引続き、太井ポンプ場他監視設備改
築工事や酒匂川流域下水道左岸処理場水処理第１
系列１、２池機械設備、電気設備改築工事等の発
注を行い、設備等の改築更新の進捗を図った。
・災害に強い施設については、水処理EXP.J補強検
討業務委託や連絡管廊耐震診断業務委託の発注を
行うとともに、津波浸水対策として自家発電気室
浸水対策改築設計業務や塩素混和池津波逆流防止
対策基本検討業務の発注を行った。

主な委託内容

酒匂川流域下水道左岸処理場 水処理第１系列の機械設備・電気設備改築工事 完成イメージ写真 

＜事業年度 平成26年度～平成28年度＞ 



1,671,412
(1,592,084)

3,584,183
(3,643,194)

8,595,312
(8,287,036)

３　電気事業法に基づく保安監督・検査

件数

395
(479)

438
(471)

411
(399)

429
(398)

1,673
(1,747)

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

第４・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを 含
め408件の対応をした。
・水処理施設及び汚泥処理設備の高圧・低圧電気設備の点検・試
験立会い等の定期点検21件を実施した。

累計

所属長評価

・下水道の未普及解消に向け箱根小田原幹線の整備推進は大変重
要であり、早期完成を目指し鋭意推進していく。
・安定した下水処理を持続するため、土木建築施設に比べ耐用年
数の短い処理場内の機械・電気設備等の改築更新と維持管理事業
をしっかり推進していく。

・引き続き、箱根小田原幹線の整備を推進し、早期完成を目指し
ていく。
・安定した下水処理を持続するため、機械・電気設備等の改築更
新をしっかり推進していく。
・長寿命化計画を策定し、施設の計画的、効率的な維持管理を
図っていく。
・災害に強い施設とするため、必要な検討業務を推進していく。

・引き続き、箱根小田原幹線の整備を推進し、早期完成を目指し
ていく。
・安定した下水処理を持続するため、機械・電気設備等の改築更
新を引続き推進していくとともに、施設の計画的、効率的な維持
管理を図っていく。
・災害に強い施設とするため、地震、津波対策など、必要な工
事、検討業務をしっかりと推進していく。

・下水道の未普及解消に向け箱根小田原幹線の整備を推進し、
早期完成を目指す。
・安定した下水処理を持続するため、処理場内の機械・電気設備
等の改築更新を計画的、効率的に推進していく。
・災害に強い施設とするため、地震、津波対策など、必要な工
事、検討業務にしっかりと取り組んでいく。

第１・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを 含
め373件の対応をした。
・配電設備等の点検や水処理設備及び汚泥処理設備の高圧・低電
圧電気設備の点検・試験立会い等の定期点検22件を実施した。

第２・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを 含
め419件の対応をした。
・配電設備等の点検や水処理設備及び汚泥処理設備の高圧・低電
圧電気設備の点検・試験立会い等の定期点検19件を実施した。

第３・四半期
（前年度同期）

・電気工作物の障害発生による保安監督等は小規模なものを 含
め376件の対応をした。
・配電設備等の点検や水処理設備及び汚泥処理設備の高圧・低電
圧電気設備の点検・試験立会い等の定期点検35件を実施した。

累計

　　各終末処理場に配置している電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持管理に係る保安監督や点検
  試験を実施します。

時期 実績・進捗状況

・終末処理場の運転管理
・ポンプ場や幹線管渠の保守管理
・下水道管やマンホールの調査、点検、補修
・下水道管から採水した下水や終末処理場で処理した水の水質分
析・調査
・終末処理場やポンプ場などの電気・機械設備の点検・補修
・終末処理場上部の広場や施設の保守管理

第３・四半期
（前年度同期）
第４・四半期

（前年度同期）



総合評価

連絡先（電話番号） ０４６７－８７－９１１０

所属長評価

・相模川・酒匂川の水質保全と流域市町の生活環境の向上に向け
て、１日たりとも止めることが出来ない下水道施設の維持管理の
徹底を図ることが出来た。
・下水道施設の喫緊の課題である「老朽化・防災・未普及地域の
解消」に対応した調査・工事を着実に推進した。
・安全・安心して利用出来るライフラインの構築に向けて、流域
下水道初動マニュアルや地震時行動マニュアル(協定業者版）の
策定など、下水道施設の危機管理の強化を図ることが出来た。
・今後も引き続き、流域市町・下水道公社・災害協定締結業者と
の連携を深め、危機管理体制の充実強化に努めていく。


