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道路部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成28年１月１日～平成28年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp
/div/0708/

所属のホームページ室・課（出先は所属）名

道路管理課

第１号様式

所属進行表

道路管理課では、県管理道路の維持管理に係る仕事をしています。

・道路の維持管理に関する計画作成、企画調整

・橋りょうや、トンネル等の道路施設の維持管理、防災対策

・歩道の整備や交差点の改良、道路照明灯等の交通安全施設の整備

・市町村道路事業の調整

・路線の認定、道路占用許可等の調整 等

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

2,794,519 2,022,705 -2,200 2,020,506

1,100 1,100 1,100

511,697 4,189 69,519 730 7,963 164,049 246,450

3,307,315 5,289 69,519 730 2,030,668 161,849 2,268,056

項目 (再)配当額

事業費 859,543 12,894 144,993 25,146 165,876 303,849 652,757

維持管理費 0

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

寄附金

その他

収入計(A)

支出済額

支

事
業
経

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

（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。

項目 実績・進捗状況

・国へ平成27年度の交付金申請、平成28年度
　の概算要望を行った。
・道路維持課長会議を開催し、平成27年度当
　初における事業、懸案事項等に係る調整、
　意見交換等を行った。
・神奈川県道路メンテナンス会議を開催し、
　道路施設の老朽化対策に向けた県内各道路
　管理者間の連絡調整を行った。

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

2,794,519 2,022,705 -2,200 2,020,506

1,100 1,100 1,100

511,697 4,189 69,519 730 7,963 164,049 246,450

3,307,315 5,289 69,519 730 2,030,668 161,849 2,268,056

項目 (再)配当額

事業費 859,543 12,894 144,993 25,146 165,876 303,849 652,757

維持管理費 0

計 859,543 12,894 144,993 25,146 165,876 303,849 652,757

67,697 47,836 71,728 48,655 235,916

80,590 192,829 96,874 214,531 303,849 888,673

△ 75,301 △ 123,310 △ 96,144 1,816,138 △ 142,000 1,379,383

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

寄附金

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 23 25 26 26

上記以外の職員 1 2 1 1

計（人） 24 27 27 27

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp


第２四半期

第３四半期

道路施設の維持管理、防災対策及び交通
安全施設の整備等に係る調査、企画及び
総合調整

・今年度事業箇所の現場調査、打ち合わせ
　等、各土木事務所と連携を図りながら、円
　滑に事業を進めた。
・７月には、｢街路樹パートナー制度｣で寄付
をいただいた方による樹名板設置を行った。
また、８月の道路ふれあい月間では、県庁１
階のホールを利用した道路維持管理の施策紹
介や、道路功労者表彰・道路愛護国土交通大
臣表彰の伝達式を行った。

・各土木事務所と連携を図りながら円滑な事
　業執行を行うともに、28年度当初予算に係
　る要求額の調整を行った。
・10月に｢きれいな道づくり活動｣として、
　県とボランティアが協働して道路の清掃活
　動を県内11箇所で行った。
・道路維持課長会議を開催し、各事業や懸案
　事項に係る調整、意見交換等を行った。
・11月に神奈川県緊急輸送道路ネットワーク
　計画等策定協議会（国、県、政令市、
　高速道路会社等で構成）による、情報
　受伝達訓練を実施した。
・道路メンテナンス会議、技術講習会、市町
  村道メンテナンス部会等を開催し、県内道
  路管理者間の調整や市町村支援を行った。

・各土木事務所と連携を図りながら、27年度

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

道路法に基づく路線の認定、道路区域の
変更等の法手続き並びに道路の占用及び
自費工事の許可、承認等許認可事務に関
する調査、企画及び総合調整

・神奈川県道路占用料徴収条例の改正を
　行い、占用料の額の改定等を行った。
・道路の区域変更及び供用開始について、各
　事務所及び関係課と調整を行い、８件の告
　示を行った。
・各土木事務所の許認可指導課道路法担当者
　会議を開催し、許認可事務における懸案事
　項や課題の調整、検討を行った。

項目 実績・進捗状況

・道路の区域変更及び供用開始について、各
　事務所及び関係課と調整を行い、６件の告
　示を行った。

・道路の区域変更及び供用開始について、各
　事務所及び関係課と調整を行い、６件の告
　示を行った。
・各土木事務所、占用事業者等と道路占用許
　可、自費工事承認等に係る懸案事項の調整
　を行った。

・各土木事務所と連携を図りながら、27年度
　の各事業を円滑に行った。
・直轄国道の県道及び市道への移管に関して
　国及び関係市町と調整を行った。
・道路施設の長寿命化計画を策定した。



第４四半期

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

・道路の区域変更及び供用開始について、各
　事務所及び関係課と調整を行い、19件の告
　示を行った。
・各土木事務所、占用事業者等と道路占用許
　可、自費工事承認等に係る懸案事項の調整
　を行った。

　各土木事務所や関係機関と連携を図り、今年度の事業を的確に遂行
した。また、道路施設の長寿命化計画を策定した。

道路管理課　045 (210) 6355連絡先（電話番号）

所属長評価

　平成27年度交付金の申請手続きなど国との調整業務や、事務所との
連携強化を図るための道路維持課長会議等の開催など、計画に沿った
業務の遂行ができた。また、道路施設の老朽化対策に向けた県内各道
路管理者間の連絡調整を行うことができた。

　道路メンテンナンス会議の計画的な開催など今年度事業計画に沿っ
た業務を遂行するともに、28年度当初予算の編成作業など来年度に向
けた業務を遂行できた。

　道路の維持管理に関する各事業計画に沿った業務を行うとともに、
適切な予算執行ができた。また、大雨や積雪による通行規制等、緊急
時における対応も的確に行うことができた。

　事業実施箇所の現地調査など、土木事務所と調整を行い、今年度の
事業を着実に推進した。また、道路維持管理の施策紹介や道路愛護思
想の普及に係る活動が実施できた。


