
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

所
属 平塚土木事務所

室・課（出先は所属）名

（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）

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f645/

第１号様式 

所属進行表 

 平塚土木事務所では、道路、河川、砂防、海岸、港湾、公園等の都市基盤の整備や管理に関する事

業を実施しているほか、都市計画法、建築基準法、道路法、河川法に基づく許認可事務等を行ってい

ます。 

県道603号道路整備工事 

（分かれ道交差点付近） 

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

180,448 140,751 25,383 8,085 7,048 219 181,486

20,815 921 8,730 2,532 6,577 15 18,776

366 33 90 2,482 239 2,844

201,629 141,706 34,203 10,618 16,107 473 203,107

項目 (再)配当額

事業費 5,371,658 441,271 1,204,846 1,282,893 1,537,760 904,888 5,371,658

維持管理費 20,548 3,820 5,630 4,379 4,854 1,865 20,548

計 5,392,206 445,091 1,210,476 1,287,272 1,542,614 906,753 5,392,206

236,408 159,697 242,761 168,890 807,756

681,498 1,370,173 1,530,033 1,711,505 906,753 6,199,962

△ 539,793 △ 1,335,969 △ 1,519,416 △ 1,695,398 △ 906,279 △ 5,996,855

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）

収
入

収入科目

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 83 84 84 84

上記以外の職員 17 17 17 17

計（人） 100 101 101 101

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f645/


Ⅳ　業務実施状況

１　都市基盤の整備・管理に関する調査・工事　（数字で表せるもの）

① 都市基盤の新設・改良

契約件数 執行額(千円)

16
(4)

26 503,375

48 895,936

10 103,750

100
(4)

(注) 契約件数括弧内の件数は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数  

② 都市基盤の維持・管理　

契約件数 執行額(千円)

248
(9)

106 154,093

185 755,401

649 964,046

1,188
(9)

(注) 契約件数括弧内の件数は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数  

時期 実績・進捗状況

第２・四半期

第１・四半期に引き続き、県道603号(上粕屋厚
木)や県道611号(大山板戸)などの道路整備工事を
進めました。また、昨年10月に被災した大磯町の
不動川の護岸の復旧工事を進め、8月に完成させ
ました。

第１・四半期

建設中の新東名高速道路伊勢原IC(仮称)に接続す
る県道603号(上粕屋厚木)の道路整備工事や、昨
年10月に被災した大磯町の不動川の護岸復旧工
事、急傾斜地の施設改良工事等を進めました。

103,472

　バイパス道路の新設や既存道路の拡幅改良、河川の堤防や砂防堰堤の整備等を実施しています。

第３・四半期

第２・四半期に引き続き、県道603号(上粕屋厚
木)や県道611号(大山板戸)などの道路整備工事を
進めました。また、台風等の出水期が過ぎたこと
から、不動川や金目川等において、護岸工等の改
修工事を進めたほか、急傾斜地崩壊対策工事及び
砂防指定地の渓流保全工等を進めました。

第４・四半期

第３・四半期に引き続き、県道603号(上粕屋厚
木)や県道611号(大山板戸)などの道路整備工事を
進めるとともに、県道603号（上粕屋厚木）につ
いては、平成30年度の供用開始に向けて土地収用
法に基づく事業認定申請を行いました。
また、道路環境の改善・省エネルギー化を図る
LED照明灯への転換を推進しました。
このほか、金目川の護岸工事や急傾斜地崩壊危険
区域「栃窪」の急傾斜地崩壊対策工事等を進める
とともに、大磯港海岸に津波避難タワーを設置す
る工事を発注しました。

累計 1,606,533

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 503,811

ゼロ県債により道路の舗装工事や歩道の補修工事
を進めたほか、河川の除草や公園施設の補修等を
実施しました。また、大磯海岸において、海水浴
場利用者の安全のため砂浜を整地する作業を実施
しました。

累計 2,377,351

　傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定、河川堤防の除草や港湾施設の補修等の維持・管理を実施していま
す。

第２・四半期

第１・四半期に引き続き、道路の舗装工事や歩道
の補修、河川の除草等を実施するとともに、葛川
の河口部においては、台風等による波浪により堆
積した土砂を撤去し、流路の確保に努めるなど、
所管施設の適切な維持・管理に努めました。

第３・四半期
事業間の連携にも配慮し、葛川の河口部に堆積し
た土砂を掘削して、海岸の養浜材に活用する工事
を発注しました。

第４・四半期

災害対応力の強化を図る神川橋の耐震補強工事を
発注し、地震に強い道路施設の整備を推進しまし
た。また、金目川等で堆積した土砂を撤去するな
ど、流路の確保に努めました。



２　事業用地の取得（数字で表せるもの）

　　関係地権者と交渉し、都市基盤の整備・管理に必要な事業用地を取得しています。

契約件数 執行額(千円)

20 379,897

11 200,397

11 176,952

24 94,664

66 851,910

３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの） 

時期 事前相談件数 許可･届出件数

第１・四半期 76 28

第２・四半期 95 35

第３・四半期 91 31

第４・四半期 92 31

第１・四半期 14 644

第２・四半期 20 670

第３・四半期 30 612

第４・四半期 37 679

第１・四半期 717

第２・四半期 721

第３・四半期 892

第４・四半期 940

6,000

第１・四半期

湘南新道等9箇所で1,314m2の用地取得及び物件等
補償を行いました。また、平成27年度予算に合わ
せ、今年度中の契約を希望する地権者に対して契
約年度の変更等を丁寧に説明し、県と地権者との
信頼関係の維持を図りました。

時期 実績・進捗状況

湘南新道等8箇所で1,427m2の用地取得及び物件等
補償を行いました。

累計

建築基準法等
関係

　都市計画法、建築基準法に基づく開発行為の許可や建築確認を行うとともに、それらの事前相談に対
応しています。その他、道路法、河川法等に基づく占用許可、敷地の境界確定等の許認可事務を行って
います。

区分 実績・進捗状況

違反建築物を未然に防ぐため、建築パトロールを
実施しました。

違反建築物を未然に防ぐため、建築パトロールを
実施しました。また、既存建築物の維持保全に関
して、伊勢原市等と緊密に連携して対応策につい
て調整を進めました。

違反建築物を未然に防ぐため、建築パトロールを
実施しました。また、既存建築物の維持保全に関
して、防災査察や既存建築物立入等調査を実施す
るとともに、伊勢原市消防本部や警察等と連携し
て対応していくため協議を行ないました。

都市計画法関
係

大雨による災害防止のため、宅地造成現場のパト
ロールを実施しました。

台風等による災害防止のため、宅地造成のパト
ロールを実施しました。

(注)　建築基準法等関係には、みんなのバリアフリーまちづくり条例等、建築物に係る法令に関するも
のを含みます。

違反建築物を未然に防ぐため、建築パトロールを
実施しました。また、既存建築物の維持保全に関
して、寒川消防本部等と連携して防災査察を実施
しました。

累計

その他道路法
河川法等関係

土砂災害を未然に防止するため、土砂災害防止ﾊﾟ
ﾄﾛｰﾙを実施したほか、大磯海水浴場を安心して利
用できるよう、湘南地域県政総合センター、警察
署及び大磯町等と連携して、協議会を設置し、大
磯海水浴場ルールを作成しました。

大磯海水浴場を安心して利用できるよう、湘南地
域県政総合センター、警察署及び大磯町等と連携
して協議会を設置し、大磯海水浴場ルールを作成
するとともに海水浴場パトロールを５回実施しま
した。

屋外広告物の不適正な掲出を是正するために、地
域住民や関係団体等の協力を得て、違反屋外広告
物除却活動を行いました。

屋外広告物の不適正な掲出を是正するために、地
域住民や関係団体等の協力を得て、違反屋外広告
物除却活動を行いました。

台風等による災害防止のため、宅地造成現場のパ
トロールを実施しました。

違反行為の早期発見と実態把握のため、開発現場
のパトロールを実施しました。

第４・四半期 湘南新道等11箇所で2,856m3の用地取得及び物件
等補償を行いました。

第２・四半期 湘南新道等6箇所で928m2の用地取得及び物件等補
償を行いました。

第３・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

]
連絡先（電話番号） 0463-22-2711　内線4011

所属長評価

・今年度より広域幹線道路事務所から移管された県道603号(上粕屋厚木)
の大規模な道路整備事業について、国土交通省や中日本高速道路㈱など関
係機関との協議・調整を円滑に引き継ぐとともに、事業が停滞することの
ないよう、関係者一丸となって事業進捗に取り組みました。
・平成26年度２月補正予算及び平成27年度当初予算に係る工事等につい
て、早期発注に努めました。また、地元建設業界と地震発生時の対応等に
ついて意見交換を行うなど、緊急時の一層の連携強化に努めました。
・災害の未然防止を図るため、河床や河口に堆積した土砂を掘削して河道
の確保を図るとともに、海岸の侵食防止や砂浜の回復・保全を図るため、
この掘削土砂をリサイクルして養浜に利用する研究を、課の枠組を超えて
進めています。今後、主管課との調整を進めていきます。

・平成27年度当初予算及び６月補正予算に係る工事等について、早期発注
に努めました。
・都市基盤の整備・改良については、県道603号(上粕屋厚木)等の道路整
備工事を進めるとともに、昨年10月に被災した大磯町の不動川の護岸復旧
工事を完成させるなど、関係者一丸となって事業進捗に取り組みました。
・また、葛川の河口部に堆積した土砂の掘削による流路の確保や、宅地造
成のﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施など、災害の未然防止に取り組みました。

・平成27年度当初予算及び６月補正予算に係る工事等について、計画的な
発注に努めました。
・第２・四半期に引き続き、県道603号(上粕屋厚木)や県道611号(大山板
戸)などの道路整備工事を進めるとともに、出水期が過ぎたことから、不
動川や金目川等において、護岸工等の河川改修工事を進めました。
・適正な許認可手続きを行うとともに、宅地造成や建築等のパトロールを
実施して、事故等の未然防止に取り組みました。

・第３・四半期に引き続き、県道603号(上粕屋厚木)や県道611号(大山板
戸)などの道路整備工事を進めるとともに、県道603号（上粕屋厚木）につ
いては、平成30年度の供用開始に向けて土地収用法に基づく事業認定申請
を行いました。
・適正な許認可手続きを行うとともに、宅地造成や建築等のパトロールを
実施して、事故等の未然防止に取り組みました。

・県道603号(上粕屋厚木)や県道611号(大山板戸)等の道路整備、不動川や
金目川等の河川改修、急傾斜地崩壊危険区域「栃窪」等の急傾斜地崩壊対
策工事など、都市基盤整備を着実に進めました。
・また、神川橋の耐震補強工事の実施や、金目川や葛川での堆積土砂の撤
去、大磯港海岸での津波避難タワーの工事発注など、災害への対応力の強
化も進めました。
・その他、公共施設の適切な維持管理に努め、県民の安全・安心の確保の
ため、組織一丸となって業務推進を図りました。


