
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

　     　相模原公園 　　葉山港（地方港湾） 　     　 　県道603号道路整備工事

　　　

　

　国道129号橋梁架設（厚木市戸田） 砂防堰堤（南足柄市）

業務運営進行表

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

局名 県土整備局

　　　　　　   上溝高校新築工事

県土整備局が行っている主な事業を、総務室及び部（５部）ごとに紹介します。 

１  総務室 

 ・    県土整備局の組織及び人事に関することを行っています。 

 ・  所管管行政の企画及び調整に関することを行っています。 

 ・    県土整備総合情報 システムの推進に関することを行っています。 

 ・  土地収用法に基づき設置された収用委員会事務局に関することなどを行っています。 
    

２    事業管理部  

 ・  県土整備局の予算・決算の総括に関することや入札・契約に関する事務行っています。 

 ・    建設業法に基づく建設業許可や建設工事紛争審査会などの事務を行っています。 

 ・  宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業免許などの事務を行っています。 

 ・  法に基づきコンクリート塊・木材等の建設資材の「リサイクル」（分別解体）を進めています。 

 ・  県土の秩序ある利用と県民の生活の安全を確保するため、条例に基づき建設発生土の「適正処理」を進めています。 

 ・  県土整備局が所管する道路事業等のための用地取得等に関する事務を行っています。 

 ・  廃道廃川敷地等の県有財産や一般海域等国土交通省所管の国有財産の管理・処分等の事務を行っています。 

  ・  土地収用法の事業認定に関する事務等を行っています。 

 

３   都市部 

 ・   都市施策の総合的企画及び調整を行っています。 

 ・   都市計画法の施行に関することを行っています。 

 ・   県土整備局所管に属する工事の検査及び技術管理に関することを行っています。 

 ・   東海道新幹線新駅の誘致に関することを行っています。 

 ・    ツインシティ整備に関することを行っています。 

 ・   交通施策の総合的企画及び調整に関することを行っています。 

 ・   リニア中央新幹線の建設促進に関るすることを行っています。 

 ・   市街地整備に関すること、景観施策の推進に関することを行っています。 

 ・   都市公園の企画、計画及び整備に関することなどを行っています。 

 

４     道路部 

 ・   道路及び街路の総合的企画及び調整に関することを行っています。 

   ・   国、高速道路株式会社等の施行事業に係る総合調整に関することを行っています。 

 ・   道路及び街路の整備に関することを行っています。 

 ・     橋梁事業及び鉄道との立体交差事業に関することを行なっています。 

   ・   道路及び街路の維持管理に関することを行っています。 

   ・     交通安全施設の整備に関することを行っています。 

   ・    道路の占用、自費工事等の許認可に関することを行っています。 

   ・   京浜臨海部における都市基盤整備の調整に関することなどを行っています。     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

５    河川下水道部 

  ・  河川の利用、調査、計画及び管理に関することを行っています。 

  ・  河川整備に関することを行っています。 

  ・  水防に関することを行っています。 

  ・    砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業に関することを行っています。 



Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)
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

収入科目 年間計画額
国庫支出金 14,104,859 6,559 46,336 12,913,804 26,253 12,992,952
諸収入 3,712,429 321,920 608,567 458,404 1,430,578 292,540 3,112,009
流域下水道事業収入 14,653,494 4,276,798 2,835,937 3,667,292 3,048,293 2,713,836 16,542,157
県営住宅管理事業収入 12,376,812 2,396,439 3,098,342 2,789,655 3,304,551 641,993 12,230,979
その他 3,424,314 828,830 757,506 367,087 343,914 50,451 2,347,788
収入計（A) 48,271,908 7,823,987 7,306,911 7,328,774 21,041,140 3,725,073 47,225,885

項目 (再)配当額
事業費 138,473,835 8,550,344 21,214,451 23,281,205 46,532,840 20,051,236 119,630,074

維持管理費 337,456 48,662 79,002 67,775 109,843 30,641 335,921
計 138,811,290 8,599,005 21,293,452 23,348,978 46,642,683 20,081,876 119,965,994

3,386,993 2,308,756 3,505,530 2,407,123 11,608,400
11,985,998 23,602,208 26,854,508 49,049,806 20,081,876 131,574,394

△ 4,162,011 △ 16,295,297 △ 19,525,734 △ 28,008,666 △ 16,356,803 △ 84,348,509

Ⅲ　職員配置状況
４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

1,202 1,218 1,216 1,212
140 147 146 149

1,342 1,365 1,362 1,361

Ⅳ　業務実施状況

１　県土づくりの基本となる計画策定の推進

（1）平成28年度を目途に区域区分を変更（第７回線引き見直し）

支出計(B)

（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）所属進行表の額を集計しているため、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。

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員
区分

収入済額

収
入

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

計（人）

　 県土整備局では、総務室ほか５部の本庁組織と12出先事務所の組織が一体となって、平成27年度は、｢安全
  で安心して暮らせる、活力と魅力あふれる県土の形成を目指して」を基本方針に、事務事業を着実に推進します。

　安全で安心して暮らせる、活力と魅力あふれる県土の形成を計画的に推進するため、「第７回線引き見直し」
 ､「かながわのみちづくり計画」､「流域水害対策計画」など、個別の事業を進める上での指針や基本となる計
 画等の策定を推進します。

　　本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来を見据え、都市計画による線引き制度を活用し、将来の集約型
   都市構造化に備えた持続可能な都市づくりに取り組みます。

  ・    砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業に関することを行っています。 

  ・    海岸事業及び港湾事業に関することを行っています。 

  ・    下水道事業に関することを行っています。 

  ・    河川法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律等の法令に基づく許認可事務    

     などを行っています。  

 

６    建築住宅部 

 ・  住宅施策の総合的企画及び推進に関することを行っています。 

   ・    市町村公営住宅に係る指導に関することを行っています。 

   ・    県営住宅等の整備及び運営に関することを行っています。 

   ・    神奈川県住宅供給公社の経営改善の総合的な推進及び調整に関することを行っています。 

 ・     健康団地施策の総合的な企画、推進及び調整に関することを行っています。 

   ・    建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関することを行っています。 

   ・    都市計画法に基づく開発行為等の規制に関することを行っています。 

   ・    建築基準法や宅地造成等規制法等の法令に基づく指導監督を行っています。 

   ・    県有施設の建築工事等の予算見積り、執行計画及び進行管理に関することを行っています。 

   ・    出先機関の自家用電気工作物に関する保安監督などを行っています。 



　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（2）次期みちづくり計画の策定

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（3）流域水害対策計画の策定

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（4）平成28年度に神奈川県住生活基本計画を改定

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

改定作業に着手

　住宅政策を取り巻く現状の把握と課題分析に取り掛かりました。

　住宅政策を取り巻く現状の把握と課題分析をしました。

　第1回住宅政策懇話会を開催し住生活に関する課題や計画見直しの方
向性等について検討をしました。

　第2回住宅政策懇話会を開催し、住宅政策の基本方向等について検討
をしました。

実績・進捗状況

流域水害対策計画の策定

　引地川については、6月5日に流域水害対策計画を策定しました。境川
については、流域水害対策計画(案)の取りまとめに向けて、関係機関と
の調整を行いました。

　境川については、流域水害対策計画(案)の取りまとめに向けて、引き
続き関係機関との調整を行いました。

　境川については、流域水害対策計画(案)を取りまとめ、県民意見募集
など、策定に向けた手続きの実施について関係機関との調整を行いまし
た。

  境川については、取りまとめた流域水害対策計画(案)に対する県民意
見募集の実施方法など、策定に向けた手続きの実施について関係機関と
の調整を進めました。

　　東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、より効率的な道路の整備や既存道路の有効活用、老朽化
   対策などの課題に的確に対応した道路事業に取り組みます。

 　　（道路部）
項目　 実績・進捗状況

　　本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来を見据え、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、県民の
   心豊かな住生活の実現をめざし、住まい・まちづくりに関する施策の推進に取り組みます。

 　　（建築住宅部）
項目　

次期みちづくり計画の策定

　次期みちづくり計画の策定に向けて、基本方針案を作成し局内各所属
との調整を進めました。

　次期みちづくり計画の策定に向けて、市町村への意見聴取を実施しま
した。

　次期みちづくり計画の素案を取りまとめて、12月24日より県民への意
見募集を開始しました。

　平成37年度までを計画期間とする「改定・かながわのみちづくり計
画」を平成28年３月に策定しました。

 　　（都市部）
項目　 実績・進捗状況

都市計画法の手続きに着手

　県素案確定に向け、関東農政局など関係機関との事前調整を重ねると
ともに、県素案の閲覧や公聴会の開催について周知するチラシの作成作
業を進めました。

　関東農政局など関係機関との事前調整を完了し、県素案を確定した。
  また、県素案の閲覧を実施するとともに、公聴会開催へ向けた調整を
進めました。

　13都市計画区域、14市町において公聴会を開催するとともに、都市計
画審議会への報告及び公述人への送付に向け、公述意見の要旨と県の考
え方の取りまとめを関係市町や関係機関とともに進めました。

 公聴会における公述意見の要旨と意見に対する県の考え方を都市計画
審議会へ報告するとともに、庁内関係各課との調整を経て県原案を確定
しました。

　　流域の市街化が著しい境川及び引地川について、河川管理者、下水道管理者及び流域の自治体が一体とな
   った、総合的な浸水被害対策に取り組みます。

 　　（河川下水道部）
項目　



　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　安全・安心にくらせる県土づくりの推進

（1）橋りょう耐震補強対策の実施及び大規模建築物・沿道建築物の耐震化促進

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

7 3 1 0 11

57 8 30 0 95

（2）県立都市公園及び県管理道路施設の長寿命化計画の策定

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　　土砂災害防止施設の整備を着実に推進するとともに、危険度に関する情報を県民に的確に提供するなど、ハ
   ード・ソフトの両面から総合的な土砂災害対策に取り組みます。

 　　（河川下水道部）
項目　 実績・進捗状況

土砂災害警戒区域の指定に必要
な基礎調査を完了

　土石流は３市町、地すべりは３市町、急傾斜地は７市町において基礎
調査が完了しておらず、これらの市町の基礎調査を進めました。

　土石流は３市町、地すべりは３市町、急傾斜地は７市町において基礎
調査が完了しておらず、これらの市町の基礎調査を進めました。このう
ち土石流は２市町、地すべりは１市の基礎調査が完了しました。

　土石流は１市、地すべりは２町、急傾斜地は７市町において基礎調査
が完了しておらず、これらの市町の基礎調査を進めました。このうち地
すべりは２町、急傾斜地は２町の基礎調査が完了しました。

　土石流は１市、急傾斜地は５市町において基礎調査が完了しておら
ず、これらの市町の基礎調査を進めました。この結果、すべての市町村
の基礎調査が完了しました。

（3）総合的な土砂災害対策の推進

 　　（道路部）
項目　 実績・進捗状況

県管理道路施設（全てのトンネ
ル・洞門、全ての橋りょう）の
長寿命化計画の策定

　計画の基本的な考え方について、学識経験者への意見聴取を実施しま
した。

　計画素案のとりまとめを行いました。

　計画素案について、県民意見募集を行いました。

　県民意見募集結果をふまえ、計画を策定しました。

項目
年間目標

（前年度実績）

実績

県立都市公園の長寿命化計画の
策定

２公園
（９公園）

0 0 0 2 2

　　公共施設や構造物等の維持管理を計画的に行うため、長寿命化計画の策定に取り組みます。

 　　（都市部）

項目
年間目標

（前年度実績）

実績

（5）鉄道ネットワークの充実強化に向け整備が望まれる路線が、新たな東京圏の都市鉄道の計画
   に位置づけられるよう取り組みます。

 　　（都市部）
項目　 実績・進捗状況

ヒアリングなどを通じて、交通
政策審議会への働きかけを実施

　５月に交通政策審議会鉄道部会小委員会にオブザーバーとして参加し
ました。

　８月に交通政策審議会鉄道部会小委員会において、自治体ヒアリング
が実施されました。

－

　２月に国に対して、交通政策審議会の答申に県提案路線が盛り込まれ
るよう要望しました。

項目 年間目標

 　　（建築住宅部）

　自然災害から県民の生命や財産を守るため、災害に強い県土づくりを総合的に推進します。

大規模建築物の耐震化促進

沿道建築物の耐震化促進

　　大規模地震の発生に備え、橋りょうの耐震補強を進めるとともに、民間の大規模建築物や緊急輸送道路沿道
   建築物の耐震化の促進に取り組みます。

 　　（道路部）

実績

助成棟数
100棟

橋りょう耐震補強対策の実施
９橋

（１２橋）
0 1 5 3 9



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（4）山・川・海の連続性をとらえた「川づくり・なぎさづくり」の推進

　　入館者数　

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

（5）不法係留船対策の推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（6）いのち貢献度指名競争入札の試行の実施及び試行状況の検証

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」をリニューアル

　システムのリニューアルに向けた業務委託を発注しました。

　システムのリニューアルが完了しました。

　(「土砂災害警戒情報システム」のリニューアルは、第２四半期に完
了しました。)

　(「土砂災害警戒情報システム」のリニューアルは、第２四半期に完
了しました。)

 　　（河川下水道部）

　小田原海岸（国府津地区）で１万３千㎥の養浜工事に着手しました。

 　　（河川下水道部）
項目　 実績・進捗状況

境川における不法係留船の排除
を完了

　残り10隻の不法係留船に対して撤去命令等を行ったところ、すべて自
主的に移動し、境川における不法係留船の排除を完了しました。

（境川における不法係留船の排除は第１四半期に完了しました。）

（境川における不法係留船の排除は第１四半期に完了しました。）

（境川における不法係留船の排除は第１四半期に完了しました。）

　　県民の｢いのち｣を守る担い手となる地域の建設業者等を中長期的に確保し、地域の安全・安心を確保するた
   めに、いのち貢献度指名競争入札の試行に取り組みます。また、各局等での試行状況を検証します。

　　洪水の流下阻害などの支障を生じないよう、平作川、境川、小出川及び大岡川水系における不法係留船の自
   主的な移動の促進や強制撤去に取り組みます。

項目
年間目標

（前年度実績） 実績

酒匂川の河床掘
削の実施

約５万ｍ3
（約７万５千ｍ3）

　土砂の堆積状況を確認するための現地調査を実施しました。

　現地調査、漁業協同組合等との調整を行いました。

　河床掘削の設計・工事発注を行いました。

　約５万４千㎥の河床掘削工事を実施しました。

　　　山・川・海の連続性をとらえた「川づくり・なぎさづくり」を推進するため、「酒匂川総合土砂管理プラン
   ｣に基づく河床掘削に取り組むほか、西湘海岸直轄事業との連携や、ダム・河川の浚渫土砂などを活用した養
   浜に取り組みます。

養浜の実施
約８万ｍ3

（約13万ｍ3）

　小田原海岸（国府津地区）において、今夏の台風による砂浜の減少に
対応するための増量も含め、１万５千㎥の養浜工事を完了しました。

　茅ヶ崎海岸（中海岸地区）などで計約６万５千㎥の養浜工事を発注し
た。なお、藤沢海岸では、藤沢市が、漁港の浚渫土砂を活用し約１万６
千㎥の養浜工事に着手しました。

　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㎥の養浜を実施しました。



　　入館者数　

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

３　活力ある県土づくりの推進

制度の改善に向け、各局を含め
た試行状況の検証

　各発注機関に第１四半期分の発注実績を照会し、指名業者選定理由等
の結果を取りまとめた。

　各発注機関(他部局を含む)に第２四半期分の発注実績を照会し、契約
実績や指名業者選定理由等の結果を取りまとめた。

　各発注機関(他部局を含む)に第３四半期分の発注実績を照会し、契約
実績や指名業者選定理由等の結果を取りまとめた。

　各発注機関(他部局を含む)に第４四半期分の発注実績を照会し、契約
実績や指名業者選定理由等の結果を取りまとめた。

 　　（事業管理部）
項目　 実績・進捗状況

県土整備局全出先事務所、セン
ターで実施

・工　　　事　　発注件数　　　　17件
　　　　　　　　発 注 額　 463,666千円（設計額ベース）
・工事系委託　　発注件数　      47件
                発 注 額　 507,622千円（設計額ベース）

・工　　　事　　発注件数　　　 　35件
　　　　　　　　発 注 額  1,328,022千円（設計額ベース）
・工事系委託　　発注件数　       34件
                発 注 額 　 380,300千円（設計額ベース）

・工　　　事　　発注件数　　　 　30件
　　　　　　　　発 注 額    487,221千円（設計額ベース）
・工事系委託　　発注件数　       52件
                発 注 額 　 556,589千円（設計額ベース）

・工　　　事　　発注件数　　　 　31件
　　　　　　　　発 注 額    970,121千円（設計額ベース）
・工事系委託　　発注件数　       31件
                発 注 額 　 211,561千円（設計額ベース）

　３つの特区の取組みや2020オリンピック・パラリンピックの取組みを支えるとともに、地域の活性化や利便性
 向上のため、幹線道路網や鉄道網の整備を総合的に推進します。



（1）幹線道路網等の整備推進
　　入館者数　

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

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

県内の自動車専用道路網等の整
備促進、及び分かりやすい料金
体系の実現に向けての取組み

　７月22日に圏央道、新東名等整備促進大会を開催し、道路の整備促進
や高速道路の料金低減などの有効活用等についてとりまとめ、国や高速
道路会社に要望しました。

　11月17日に道路整備を求める神奈川県大会を開催し、道路の整備促進
と料金低減などの有効活用や保全対策等の機能強化について決議し、国
や高速道路会社などに要望活動を実施しました。

　３月１日に高速道路会社当が新料金を公表したが、この概要等につい
て、県のホームページ等に掲載するなどの周知を図りました。
・国が直轄事業として実施する一般国道（政令市を除く）の新設、改築
等に要する費用を道路関係国直轄事業負担金として支出しました。

 　　（道路部）
項目　 実績・進捗状況

地域の社会経済活動を支えるた
め、幹線道路網等の整備推進に
向けた取組み

　開通した県道22号(横浜伊勢原)用田バイパス、国道134号4車線化につ
いての整備効果を公表しました。

「かながわのみちづくり計画」に基づき、幹線道路網の整備を推進しま
した。

　県道77号(平塚松田)比奈窪バイパスが開通しました。

　「かながわのみちづくり計画」に基づき、幹線道路網の整備を推進し
ました。

道路を有効に活用するため、新
たなスマートＩＣや道の駅の設
置に向けた取組み

・新東名高速道路の「秦野SAスマートインターチェンジ」及び横浜横須
賀道路の「横須賀PAスマートインターチェンジ」について、高速自動車
国道法等に基づく連結許可に向けた市の取組みを支援し、６月に国より
新規事業化されました。
・「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業に関する設計、用地の
調査等に関する年度協定に基づき、設計、用地調査等を推進しました。

・新東名高速道路の「秦野SAスマートインターチェンジ」及び横浜横須
賀道路の「横須賀PAスマートインターチェンジ」について、高速自動車
国道法等に基づく連結許可に向けた市の取組みを支援し、事業主体の市
が７月に国から連結許可を受けました。
・道の駅「清川」は、平成27年11月の開所に向けて、清川村の登録申請
が円滑に進むよう県として必要な助言を行い、国への登録申請を完了し
ました。
・「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業に関する設計、用地の
調査等に関する年度協定に基づき、設計、用地調査等を推進しました。

・「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業に関する設計、用地の
調査等に関する年度協定に基づき、設計、用地調査等を推進しました。
・道の駅「清川」は、県として清川村に必要な助言を行うなど支援し、
11月21日に開所しました。

・「綾瀬スマートインターチェンジ」の新設事業に関する設計、用地の
調査等に関する年度協定に基づき、設計、用地調査等を推進しました。

　九都県市首脳会議で首都圏の高速道路料金の低減について共同提案
し、６月に国や高速道路会社に対し要望しました。



（2）鉄道網の整備
活力ある県土を形成するため、鉄道網の充実に向けた取組みを実施します。

　　入館者数　

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

４　地域の特性を生かした魅力ある地域づくり

（1）ツインシティ早期事業化への取組みの推進

　地域の特性を生かし、良好な市街地整備、快適な居住環境の整備及び健全な都市機能の更新などを総合的に推
 進します。

　　ツインシティの早期事業化に取り組みます。

 　　（都市部）
項目　 実績・進捗状況

リニア中央新幹線の建設促進及
び東海道新幹線新駅の誘致に向
けた取組みを推進

・東海道新幹線新駅については、５月に「神奈川県東海道新幹線新駅設
置促進期成同盟会」の幹事会を開催し、平成27年度の取組等について検
討しました。
・６月にリニア中央新幹線沿線同盟会の総会を開催し、国の関係機関に
要望活動を行うなど、建設促進に関する取組みを実施しました。
・５月と６月にＪＲ東海との用地連絡調整会議を計３回開催し、事業用
地取得に向けた取組みを実施しました。

・東海道新幹線新駅については、７月に「神奈川県東海道新幹線新駅設
置促進期成同盟会」の総会を開催し、平成27年度の事業計画を決定する
とともに、８月にＪＲ東海や関係者に対して要望活動を行いました。
・７月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会」の総会を開
催し、８月にＪＲ東海等へ要望活動を実施しました。
・７月と８月９月にＪＲ東海との用地連絡調整会議を計11回開催し、事
業用地取得に向けた取組みを実施しました。
・８月に「橋本駅周辺地区小委員会」に参加し、リニア駅周辺のまちづ
くりについて関係者とともに検討を進めました。

・東海道新幹線新駅については、11月に「神奈川県東海道新幹線新駅設
置促進期成同盟会」の幹事会を開催し、平成27年度の取組に対する活発
な意見交換が行われました。また、ＪＲ東海や関係者に対して要望活動
を行いました。
・11月にＪＲ東海等へ建設促進等の要望活動を実施しました。
・10～12月にかけて、ＪＲ東海との用地連絡調整会議を計９回開催し、
事業用地取得に向けた取組みを実施しました。
・11月に「橋本駅周辺地区小委員会」に参加し、リニア駅周辺のまちづ
くりについて関係者とともに検討を進めました。

・東海道新幹線新駅については、３月に「神奈川県東海道新幹線新駅設
置促進期成同盟会」の担当者会議を開催し、平成27年度の活動報告や平
成28年度の事業計画の検討を行いました。
・１月に「橋本駅周辺地区小委員会」、１月と２月に「広域交流拠点整
備計画検討委員会」に参加し、リニア駅周辺のまちづくりについて関係
者とともに検討を進め、３月に「広域交流拠点整備計画検討委員会」か
ら相模原市長に対し、「広域交流拠点整備計画に関する事項」について
答申しました。
・１～３月にかけて、ＪＲ東海との用地連絡会議を計10回開催し、事業
用地取得に向けた取組みを実施しました。

鉄道駅のホームにおける転落を
防止し、鉄道輸送の定時性を確
保するため、主要駅へホームド
ア等の設置を推進

・５月に「ホームドア設置促進連絡調整会議」を開催し、計画的な設置
に向けた取組みを実施しました。
・６月に県内市町村に対して鉄道駅舎におけるエレベーター設置計画に
関する調査を行い計画的な設置に向けた取組みを実施しました。

－

　10月に「ホームドア設置促進連絡調整会議部会」を開催し、平成28年
度の設置促進に向けた取組みを実施しました。

・３月までに、本年度の補助対象となっているホームドアの設置が完了
しました。



　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（2）市街地再開発事業

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

（3）新駅設置を含む広域的なまちづくりの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（4）安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（5）大磯城山公園（旧吉田茂邸地区）の全面開園

 　　（都市部）
項目　 実績・進捗状況

東海道新幹線新駅誘致地区を中
心とするツインシティについ
て、早期事業化に取り組む

　４月に大神地区の土地区画整理組合設立認可申請が提出され、事業計
画書の縦覧が行われました。また、倉見地区では４月と５月にまちづく
りについての話し合いが行われました。

　８月に大神地区の土地区画整理組合の設立が認可され、９月の組合設
立総会の開催により、まちづくりが大きく前進しました。また、倉見地
区では、第７回線引き見直しに関する都市計画の手続きを進めていま
す。

　大神地区では、10月に土地区画整理組合が本申出手続説明会を開催す
るなど、仮換地指定に向けた取組を進めています。また、倉見地区で
は、第７回線引き見直しに関する都市計画の手続きを進めています。

　大神地区では、２月に仮換地指定を実施、起工承諾が得られた区域か
ら組合施工による造成工事が行われています。また、倉見地区では、第
７回線引き見直しに関する都市計画の手続きを進めています。

　　「新たな観光の核づくり」を支える取り組みを推進します。

　　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりに地元の市町など関係者と連携して取り組みます。

 　　（河川下水道部）
項目　 実績・進捗状況

新たなガイドラインに基づく海
水浴場ルールの策定支援など、
快適でにぎわいのある海岸づく
りを推進

　海水浴場ルールの策定等のために６市町で設置された協議会の活動を
支援したほか、庁内関係部局や関係市町で構成する推進会議において、
海水浴場のパトロールやルール・マナー遵守のキャンペーンの実施方針
について検討を行いました。

　庁内関係部局や関係13市町で構成する推進会議において、海水浴場の
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ました。

　推進会議において、海水浴場ルールの仕組みづくりなどの実施状況を
検証するとともに、新たな検討部会を設置し、海水浴場ルールの遵守に
向けた占用許可のあり方などの検討を行いました。

　平成28年度のシーズンに向けて、「海水浴場ルールに関するガイドラ
イン」の一部を改正するとともに、引き続き、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などの検討を行いました。

　　JR東海道本線の大船-藤沢駅間における、新駅設置を含む広域的なまちづくりを推進します。

 　　（都市部）
項目　 実績・進捗状況

新駅を含めた交通インフラ整備
を計画的に実施していくため、
都市地域総合交通戦略を策定

　６月に新駅実現に向けて、「村岡新駅の実現に向けた検討会」を開催
しました。

　７月に第１回村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会を開催しまし
た。

　10月に第２回村岡・深沢地区総合交通戦略策定協議会を開催しまし
た。

　３月に村岡・深沢地区総合交通戦略を策定しました。

　　市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進させます。

 　　（都市部）

項目 年間目標
（前年度実績）

実績

市街地再開発事業
１事業完成

（２事業完成） 0 0 1 0 1



　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（6）都市公園利用者数の増加

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

（7）県営団地を「健康団地」として再生する取組みの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

５　県土整備行政のアピール、組織運営の活性化

（1）広く県民にアピールするための取組みの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　　平成26年度に設置した「県土整備のアピール力向上プロジェクトチーム」の提案を受け、職員や地元建設会
   社の業務を広く県民にアピールするための取り組みを実施します。

　「かながわ県土チャンネル」において、県土整備局の現場紹介を追加
したほか、県土整備局のFacebookを更新するなど、県土行政の情報発信
を行いました。

　　都市公園の更なる利用促進のため、公園施設の機能保全や充実、高速道路のネットワークを活かした広域か
   らの集客や指定管理者の創意工夫などにより利用者数の増加に取り組みます。

 　　（都市部）

項目 年間目標
（H21～H26平均）

実績

　　県営住宅を高齢者が健康で安心して住み続けられ｢健康団地｣として再生する取り組みを推進します。

 　　（建築住宅部）
項目　 実績・進捗状況

空き住戸及び空き店舗を活用し
た、支え合い活動や保健・医
療・福祉サービスの拠点の整備
（３団地）

・今年度の「空き住戸活用」対象団地の自治会と協議を開始しました。
・また「空き店舗活用」について地元市等と協議を進めるとともに、誘
致を予定している保健・福祉関連の事業者へのアンケート調査を実施し
ました。
・なお、昨年度の「空き住戸活用」で整備した２団地については、5･6
月に正式にオープンし、健康団地の取組みをスタートしました。

・「空き住戸活用」対象団地の自治会と活用方法について、協議を行っ
ています。
・「空き店舗活用」について地元市等と協議を進めるとともに、保健・
福祉関連の事業者への参考ヒアリング調査を実施しました。

・「空き住戸活用」について、対象団地の自治会と具体的な活用方法の
検討・協議を続けました。
・「空き店舗活用」について、保健・福祉関連の事業者への参考ヒアリ
ング調査結果を踏まえ、地元市等と誘致する事業等に関する協議を進め
ました。

・団地自治会と調整し、団地住民の支え合い活動の拠点として、住戸型
集会所を改修整備しました。(河原町団地)
・保健・医療・福祉サービスの拠点とするため、空き施設を改修整備し
ました。（いちょう上飯田団地、吾妻団地）

　情報発信改革として、県土整備行政をアピールする取組みを推進するとともに、生産性向上に向けたオフィス
 改革を推進し、組織の活性化に取り組みます。

 　　（総務室・都市部）
項目　 実績・進捗状況

県土ファミリーDAY、かなどぼ
くの旅、かながわ県土チャンネ
ル、県土ペンリレー、道路情報
板で情報発信などを実施

　提案の内容について、各事務所に周知するとともに、実施に向けた検
討を行いました。

　７月に「子ども参観日」を活用した「県土ファミリーDAY」を実施し
たほか、県土整備局のFacebookを立ち上げ情報発信を行いました。

　11月に土木施設を活用したバスツアーを実施したほか、県土整備局
YouTubeサイト「かながわ県土チャンネル」を立ち上げ情報発信を行い
ました。

都市公園利用者数の増加
50万人増

（約1,200万人） 3,781,146人 3,983,786人 2,989,543人 2,661,690人 13,416,165人

 　　（都市部）
項目　 実績・進捗状況

旧吉田茂邸再建工事の完成

　旧吉田茂邸再建工事の施工中

　旧吉田茂邸再建工事の施工中

　旧吉田茂邸再建工事の施工中

　旧吉田茂邸再建工事の施工中



（2）若手職員の育成や組織活性化に向けた取組みの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（3）函嶺洞門、千歳橋、旭橋の有効活用に向けた取組みの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　1～2月に大学を訪問し、学生に対して県土整備事業の内容を紹介し、
県の仕事や県管理施設への理解を深めてもらうことで、県土整備局に対
するイメージアップを図りました。

　８月の執務室移転に併せて机上整理を進め、既存資料の集約化など
「クリーン県土」に取り組むとともに、本庁・出先相互の業務を体験さ
せる「お試しトレード」を、対象範囲を拡大して実施しました。

　12月に大学生向けの建築・土木の現場見学会を開催し、県土整備事業
の内容について紹介するとともに、県土整備局に対するイメージアップ
を図りました。

　　国指定重要文化財に指定される函嶺洞門、千歳橋、旭橋を有効活用するため、箱根町等と連携し、保存と活
   用について検討するとともに県民に周知します。

 　　（道路部）
項目　 実績・進捗状況

重要文化財の指定告示に合わせ
て、箱根町等と連携し、イベン
トを開催

　文化遺産課と連携して官報告示に係る情報収集を行うとともに、類似
イベントの事例を調査しました。

　小田原土木センターや箱根町と連携して、イベントの日程、内容、出
席者などの骨子を調整しました。また、教育局と連携して、本庁舎公開
にあわせて大会議場で重要文化財のパネル展示を実施しました。

　小田原土木センターや箱根町と連携して、12月５日(土)に現地で重要
文化財指定記念碑除幕式を開催し、参加された県民ら約100名の方々か
ら祝賀を受けました。

（完了）

　　平成25年度に設置した「県土整備局業務改善・組織活性化プロジェクトチーム」の提言を受け、若手職員の
   育成や組織活性化に向け取り組みます。

 　　（総務室）
項目　 実績・進捗状況

本庁・出先相互の業務を体験さ
せることにより若手職員の育成
を図るほか、今年度の執務室の
移転にあわせ、机上の整理や既
存資料の電子化、集約化、削減
などを実施

　平成27年度の実施内容を検討したほか、8月の執務室移転を見据え、
机上整理を進めるなど「クリーン県土」に取り組みました。



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

連絡先（電話番号） 045-210-6079

　リニア中央新幹線沿線同盟会の総会を開催し、国の関係機関に要望活動を行うな
ど、建設促進に関する取組みを実施しました。また、２河川について流域水害対策計
画を策定するなど安全で安心して暮らせる、活力と魅力あふれる県土の形成を目指し
て、各事業の推進に取り組みました。

　橋りょう耐震補強対策において１橋の工事実績を上げるなどをして、自然災害から
県民の生命や財産を守るため、災害に強い県土づくりを総合的に推進するとともに、
「子ども参観日」を活用した「県土ファミリーＤＡＹ」を実施したほか、県土整備局
のFacebookを立ち上げ情報発信を行うことなどにより、情報を発信し、県土整備行政
をアピールする取組みを推進しました。

　県土整備局YouTubeサイト「かながわ県土チャンネル」の立ち上げ情報発信及び大学
生向けの建築・土木の現場見学会開催及び土木施設を活用したバスツアーを実施など
により、情報を発信し、県土整備行政をアピールする取組みを推進するとともに、県
道77号(平塚松田)比奈窪バイパス開通及び道の駅「清川」開所など安全で安心して暮
らせる、活力と魅力あふれる県土の形成を目指し、各事業の推進に取り組みました。

　平成37年度までを計画期間とする「改定・かながわのみちづくり計画」を策定し、
より効率的な道路の整備や既存道路の有効活用等などの課題に対応することとしまし
た。また、酒匂川で約５万４千㎥の河床掘削工事を実施するとともに、鎌倉海岸など
９海岸で約８万８千㎥の養浜を実施するなど、山等から河川を通じて沿岸を移動する
土砂の流れの健全化に向けた川づくり・なぎさづくりを総合的に推進しました。

　県土整備局では、「1 県土づくりの基本となる計画策定の推進」、「2 安全・安心
にくらせる県土づくりの推進」、「3 活力ある県土づくりの推進」、「4 地域の特性
を生かした魅力ある地域づくり」、「5 県土整備行政のアピール、組織運営の活性
化」を重点取組目標に掲げ、諸事業に取り組みました。
　「1 県土づくりの基本となる計画策定の推進」に係る諸事業としては、活力と魅力
あふれる県土の形成を計画的に進めるため、都市計画法に基づく区域区分の変更（第
７回線引き見直し）に係る県原案の確定や、道路事業における既存道路の有効活用・
老朽化対策などに対応した「改定・かながわのみちづくり計画」の策定、総合的な浸
水被害対策として「引地川流域水害対策計画」の策定などを行いました。
　「2 安全・安心にくらせる県土づくりの推進」に係る諸事業としては、橋りょう耐
震補強対策の実施、都市公園や道路施設に係る長寿命化計画策定、土砂災害警戒区域
指定に係る基礎調査及び、土砂災害警戒情報システムのリニューアル完了、酒匂川の
河床掘削及び海岸での養浜実施、境川における不法係留船の排除などを行いました。
　「3 活力ある県土づくりの推進」に係る諸事業としては、幹線道路網等の整備を推
進するとともに、スマートＩＣの設置推進、道の駅「清川」の開所、リニア中央新幹
線建設促進、駅ホームドア設置補助などを行いました。
　「4 地域の特性を生かした魅力ある地域づくり」に係る諸事業としては、ツインシ
ティ早期事業化に取り組み、平塚市大神地区での事業着手、横須賀市の大滝町二丁目
地区の市街地再開発事業の完成、ＪＲ東海道本線大船－藤沢駅間の新駅設置に向けた
「村岡・深沢地区総合交通戦略」の策定、海水浴場におけるルールの策定、県営団地
の保健・医療・福祉サービス拠点のための空き店舗の改修整備などを行いました。
　「5 県土整備行政のアピール、組織運営の活性化」に係る諸事業として、子ども参
観日として「県土ファミリーＤＡＹ」や「土木施設等をＰＲする観光ツアー」の実
施、Facebook（県土ペントレー）及びYoutube（かながわ県土チャンネル）の立ち上げ
による情報発信、若手職員の育成・組織活性化のための「局内お試しトレード」、執
務室の移転に合わせた「クリーン県土」の実施、また、重要文化財の指定告示に合わ
せた箱根町の函嶺洞門等重要文化財指定記念碑除幕式開催などを行いました。
　こうした諸事業に本庁組織・出先機関が一丸となって、重点取組目標の着実な推進
に取り組みました。

局長評価

総合評価


