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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　砂防指定地等の指定状況（数字で表せるもの） 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

382 0 0 1 0 383 渓流

17 0 0 0 0 17 地区

1,530 10 5 3 3 1,551 箇所

970 233 0 3 240 1,446 箇所

0 12 0 0 2 14 箇所

6,611 194 58 0 508 7,371 箇所

649 175 0 2 184 1,010 箇所

67 62 0 0 80 209 箇所

平成26年度
末の状況

指定実績　

累計（単位）

砂防指定地

土砂災害地特別警戒区域(急傾斜地)

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害警戒区域(土石流)

土砂災害警戒区域(急傾斜地)

土砂災害地特別警戒区域(土石流)

土砂災害警戒区域(地すべり)

（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/div/0712
/

所属のホームページ

砂防海岸課

室・課（出先は所属）名

項目

第１号様式 

所属進行表 

砂防海岸課は、主に次の仕事をしています。 

 ① 砂防事業及び地すべり対策事業…砂防指定地や地すべり防止区域内の災害防止施設の整備 

 ② 急傾斜地崩壊対策事業…急傾斜地崩壊危険区域内の災害防止施設の整備 

 ③ 海岸事業及び港湾事業…津波・高潮対策に係る海岸保全施設の整備、地方港湾施設の維持管理 

 ④ 砂防、海岸、港湾関係の許認可…砂防指定地等の行為の規制、砂利・岩石・土採取に係る許認可 

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

2,955,429 2,105,163 2,105,163

897,016 731,702 90,173 821,875

560,294 15,487 15,487

4,412,739 0 0 0 2,836,865 105,660 2,942,525

項目 (再)配当額

事業費 614,513 3,826 16,083 45,001 128,558 58,692 252,160

維持管理費 0

計 614,513 3,826 16,083 45,001 128,558 58,692 252,160

58,905 39,278 59,779 40,254 198,216

62,731 55,362 104,780 168,812 58,692 450,377

△ 62,731 △ 55,362 △ 104,780 2,668,053 46,968 2,492,148

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

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 21 20 20 20

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 22 21 21 21

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0712/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0712/


２　砂防事業等の推進の取組み（数字で表せないもの） 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

実績・進捗状況

・平成27年度交付金事業の執行及び平成28年度の交付金事業に
　ついて、各土木事務所と調整を行い、国に交付申請及び予算
　要求を行った。
・西湘海岸直轄事業について、事業に伴う国との連絡調整、漁
　業者説明会を実施した。
・ゼロ県債により発注した小田原海岸（国府津地区）の養浜工
　事に着手したほか、養浜材確保に向けた、ダム管理者、河川
　管理者等との協議を行った。

・西湘海岸直轄事業について、許認可事務などに関する連絡調
　整を行った。
・海岸事業の予算確保のため、国等へ要望活動を行った。
・小田原海岸国府津地区で、台風による砂浜の減少への対応も
　含め、約１万５千㎥の養浜を完了した。

項目 実績・進捗状況

砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩
壊対策事業の推進の取組み

・平成27年度交付金事業の執行及び平成28年度交付金事業につ
　いて、各土木事務所と調整を行い、国に交付申請及び予算要
　求を行った。
・総合土砂災害対策県市町村連絡調整会議を開催し、円滑な事
　業推進を図るための連絡調整を行った。
・土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査（土石流,地す
　べり,急傾斜地）が完了していない13市町において、基礎調
　査を実施した。うち急傾斜地は３市町が完了した。
・土砂災害警戒情報システムのリニューアルに向けた業務委託
　を発注した。

・平成28年度予算作成に向け、土木事務所と調整等を行った。
・土砂災害警戒区域等に係る基礎調査（土石流,地すべり,急傾
　斜地）が完了していない11市町において、調査を実施した。
　うち土石流の２市町、地すべりの１市が完了した。
・神奈川県治水砂防通常総会を開催し、円滑な事業進捗を図る
　ための調整を行った。
・土砂災害警戒情報システムのリニューアルが完了した。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）の指定に必要な基礎調査
　の手法の確立に向け、業務委託を発注した。
・「急傾斜地崩壊防止工事設計の手引き」の改訂に向け、業務
　委託を発注した。

・砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の予
　算確保のため、国等へ要望活動を行った。
・土砂災害警戒区域等に係る基礎調査（土石流,地すべり,急傾
　斜地）が完了していない９市町において、調査を実施した。
　うち地すべりの２町、急傾斜地の２町が完了した。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）の指定に必要な基礎調査
　の手法の確立に向け、調査対象箇所の抽出等を進めた。
・「急傾斜地崩壊防止工事設計の手引き」の素案を作成し、事
　務所に意見照会。担当者会議で議論のうえ、手引き案を作成
　した。

・平成28年度交付金事業について、各土木事務所と調整を行
　い、国に予算要求（二次要求）を行った。
・土砂災害警戒区域等に係る基礎調査（土石流,地すべり,急傾
　斜地）が完了していない６市町において、調査を完了した。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）の指定に必要な基礎調査
　を対象斜面の多い横浜市（南区・磯子区）、横須賀市及び鎌
　倉市から本格的に着手した。
・「急傾斜地崩壊防止工事設計の手引き」の改訂が完了し、各
　事務所に通知した。

・西湘海岸直轄事業について、引き続き許認可事務などに関す
　る連絡調整を行った。

・茅ヶ崎海岸（中海岸地区）などで計約６万５千ｍ３の養浜工
　事を発注した。なお、藤沢海岸では、藤沢市が、漁港浚渫土

　砂を活用し約１万６千ｍ３の養浜工事に着手した。

・西湘海岸直轄事業の円滑な推進のため、事業に関する地元と
　の意見交換などを行った。
・鎌倉海岸などで発注した約３千㎥を含め、年度の合計では、
　９海岸で約８万８千㎥の養浜を実施した。

海岸事業及び港湾事業の推進の取組み

項目



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

　土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査については、計画通り完了した。また、「急傾斜
地崩壊防止工事設計の手引き」の改訂が完了し、各事務所へ通知した。
　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの取組みについては、１月に平成27年度第３回推進
会議を開催し、平成28年度シーズンに向けて、「海水浴場に関するガイドライン」の一部を改
正するとともに、引き続き、「海の家の占用許可のあり方検討部会」において、海水浴場ルー
ルの遵守に向けた占用許可のあり方や、海岸管理の市町への権限移譲に関する検討を進めた。

　砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業については、土砂災害警戒区域の指定
に必要な基礎調査を完了させるとともに、豪雨時の避難判断等に活用される「土砂災害警戒情
報システム」をより分かりやすくリニューアルした。また、「急傾斜地崩壊防止工事設計の手
引き」を改訂した。
　海岸事業については、西湘海岸直轄事業の円滑な推進を図るとともに、養浜事業について、
計画どおり実施した。
　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの取組みにおいて、６市町15海水浴場で協議会が設
置され、海水浴場ルールの策定などの取組みが行われた。また、県と関係13市町で構成する推
進会議において、ルール・マナー遵守のキャンペーン、海水浴場パトロール、飲酒制限の試行
を実施・検証するとともに、「海の家の占用許可のあり方検討部会」を開催し、海水浴場ルー
ルの遵守に向けた占用許可のあり方や、海岸管理の市町への権限移譲に関する検討を進めた。

　土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査については、概ね計画通り進捗している。また、
土砂災害警戒情報システムについては、予定の期日までにリニューアルを完了し、県民に対し
土砂災害に関する情報をより分かりやすく提供できるようになった。
　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの取組みにおいて、６市町15海水浴場で協議会が設
置され、海水浴場ルールの策定などの取組みが進められた。また、関係13市町で構成する推進
会議において、ルール・マナー遵守のキャンペーンを実施するとともに、海水浴場ルールの遵
守状況等を確認するパトロールを行い、海岸利用の適正化に向けた取組みを進めた。

045-210-6505連絡先（電話番号）

所属長評価

　砂防関係３事業、海岸事業等の各事業に係る平成27年度交付金事業について、速やかに関係機関
と調整し、各土木事務所が円滑に執行できるよう努めた。
　土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査（土石流,地すべり,急傾斜地）が完了していない13
市町において、基礎調査を実施した。うち急傾斜地は３市町が完了した。また、土砂災害警戒情報
システムのリニューアルに向けた業務委託を発注した。
　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの推進については、各地域で、協議会が海水浴場ルール
を策定するにあたり、事前相談への対応などの支援を実施（６市町（15海水浴場）で協議会が設置
され、海水浴場ルールを策定）。

　土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査については、概ね計画通り進捗している。また、
「急傾斜地崩壊防止工事設計の手引き」の素案を作成し、担当者会議で議論のうえ、手引き案
の作成した。
　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの取組みについては、10月に平成27年度第２回推進
会議を開催し、海水浴場ルールの仕組みづくり、ルール・マナー遵守のキャンペーン、海水浴
場パトロール、飲酒制限の試行などの実施状況を検証するとともに、「海の家の占用許可のあ
り方検討部会」を開催し、海水浴場ルールの遵守に向けた占用許可のあり方や、海岸管理の市
町への権限移譲に関する検討を進めた。


