
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

（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/1913/

所属のホームページ

藤沢土木事務所

室・課（出先は所属）名

　　　　　　　　（新用田辻交差点）

第１号様式 

所属進行表 

 

藤沢土木事務所では 道路、

河川、砂防、海岸、港湾及び

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、道路法、河川法

に基づく許認可事務等を

行っています。 

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

423,145 246,945 84,854 78,138 31,532 816 442,285

166,110 41,048 54,928 75,481 13,876 8,433 193,766

44,693 24,732 11,940 3,370 719 40,761

633,948 312,724 151,721 156,989 46,128 9,249 676,812

項目 (再)配当額

事業費 8,068,633 692,746 1,695,845 2,442,681 2,008,265 1,229,076 8,068,613

維持管理費 28,730 3,785 6,097 6,863 8,923 3,062 28,730

計 8,097,363 696,531 1,701,942 2,449,545 2,017,188 1,232,137 8,097,343

254,157 176,980 266,038 183,702 880,878

950,689 1,878,922 2,715,583 2,200,890 1,232,137 8,978,221

△ 637,964 △ 1,727,201 △ 2,558,594 △ 2,154,762 △ 1,222,888 △ 8,301,409

収
入

収入科目 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）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 88 94 94 94

上記以外の職員 16 16 16 16

計（人） 104 110 110 110

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1913/


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）

15 309,962

(9)

33 853,650

62 1,909,017

80 1,852,175

190 4,924,804

(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

　②　都市基盤の維持・管理

契約件数 執行額（千円）

187 826,141

(23)

199 678,810

121 872,549

172 416,174

679 2,793,674

(23)

（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

第４・四半期

傷んだ道路や河川堤防の補修、砂防林の間伐を行うなど、
適切な維持管理に努めました。また、道路では、凍雪害対
策として凍結防止剤の散布を行い交通の安全を確保しまし
た。

累計

第１・四半期

ゼロ県債等により道路舗装の補修や街路樹等の剪定を行い
事故の未然防止に努めるとともに、河川のしゅんせつや公
園のプールの補修等の工事を実施しました。

第２・四半期
適切な維持管理を進めるため、傷んだ舗装の補修や河川堤
防の除草、砂防林の間伐を実施するとともに、街路樹剪定
を行い道路美化を推進しました。

第３・四半期

傷んだ舗装の補修、街路樹の剪定や道路除草を行い、適切
な維持管理を引き続き行いました。また、河川堤防の補修
を実施したほか、海岸においては防風ネット、砂防柵の補
修を進めました。

累計

　　　傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定､河川堤防の除草､港湾や公園施設の補修､砂防林の害虫防除等
    の維持･管理を実施しています｡

時期 実績・進捗状況

用田バイパス取付区間の交差点改良工事を完成し、右折
レーンと歩道を整備し供用しました。また、小出川の護岸
整備や鎌倉市内の急傾斜地工事を進め、今田遊水地では大
型情報板が完成しました。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期

横浜藤沢線（川名地区）において生活道路整備に着手した
ほか、昨年度に引き続き、境川と引地川の遊水地の整備工
事等を進めました。また、辻堂海浜公園のプールの改修が
完成しました。

第２・四半期
大船立体Ⅱ期施工の上部工の発注や引地川の護岸整備、
茅ヶ崎海岸の養浜工事等を進めました。また、鎌倉海岸の
津波情報板が完成しました。

第３・四半期

用田バイパス取付区間の交差点改良工事の発注など事業を
推進するとともに、土砂災害防止法における基礎調査を鎌
倉市内で進めました。また、今田遊水地の外周道路が完成
しました。

第４・四半期

　　　バイパス道路の新設や既存道路の拡幅改良、河川・海岸の堤防の整備、港湾や公園施設の改良
　等を実施しています。



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）

67 363,150 3,358.99 ㎡

３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

許可・届出件数

1,942

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

第４・四半期 527
境川不法係留船対策として、再係留した不法係留船に対し行政代執行を
実施するとともに、西浜橋から弁天橋における所有者不明の工作物の簡
易代執行を実施しました。

累計

第２・四半期 490
海の家の占用状況や自主ルールの遵守状況を確認するため、海水浴場パ
トロールを関係機関と連携して実施しました。

第３・四半期 461
境川不法係留船対策として、西浜橋から弁天橋の間における所有者不明
の船舶及び工作物の簡易代執行を実施しました。

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 464

境川不法係留船対策として、西浜橋から弁天橋の間における不法係留船
に対して行政代執行に向けた手続きを進めた結果、対象船が自主撤去し
不法係留が解消されました。また、大雨による災害防止のため、土砂災
害防止パトロールを実施しました。

第３・四半期 16 138,751
都市計画道路横浜藤沢線、引地川で1,772.49㎡の用地取得
を行いました。

第４・四半期 9 54,630
都市計画道路横浜藤沢線、引地川で889.36㎡の用地取得を
行いました。

第１・四半期 28 43,406
都市計画道路横浜藤沢線、県道45号、県道311号等で
85.04㎡の用地取得を行いました。

第２・四半期 14 126,363
都市計画道路藤沢厚木線、小出川、柏尾川で612.10㎡
の用地取得を行いました。

時期 実績・進捗状況

用田バイパス取付区間の交差点改良工事や今田遊水地の大型情報版が完
成するなど整備を推進するとともに、傷んだ道路や河川堤防の補修、砂
防林の間伐を行うなど、適切な維持管理に努めました。さらに、境川不
法係留船対策として、再係留した不法係留船に対し行政代執行を適切に
実施しました。

工事等の計画的発注に努めるとともに、道路等の維持管理や許認可事務
等を適切に行い、都市基盤整備の着実な推進等を図りました。また、地
元建設業界や関係機関と連携して自然災害等の防止に取り組み、県民の
安全・安心の確保に努めました。

道路の適切な維持管理に努め、街路樹剪定等を行うことで道路美化を推
進しました。また、津波避難対策のため鎌倉海岸の津波情報板を完成す
ることができました。さらに関係機関と連携し海水浴場のパトロールを
実施し適切な海岸利用に向け取り組みました。

　　道路、河川、海岸、港湾、公園に関する占用許可や道路、河川の境界確定等の許認可事務を
　行っています。

0466-26-2111　内線403連絡先（電話番号）

所属長評価

今年度も工事の早期発注に努め、順調な事業進捗を図ることができまし
た。また、境川不法係留船対策として行政代執行に向けた手続きを進め
た結果、対象船が自主撤去したことで不法係留船の排除が完了しまし
た。さらに、辻堂海浜公園のプールの改修工事も完成し供用を開始でき
ました。

傷んだ舗装の補修、河川堤防の補修を実施したほか、海岸においては防
風ネット、砂防柵の補修を進めました。また、12月の境川での東京電力
による化学物質缶流失事故では、迅速かつ的確な対応を行った結果、被
害を受けた情報もなく県民の安全･安心の確保に貢献できました。その
他、徒歩による道路･河川のパトロールや、災害協定業者の参加を得て
情報伝達訓練等の震災対策訓練に取り組みました。


