
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

小田原土木センター庁舎
(小田原市東町5-2-58）

（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/1
914/

所属のホームページ

県西土木事務所
小田原土木センター

室・課（出先は所属）名

　県西土木事務所小田原土木センター
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、道路法、
河川法などに基づく許認可事務等を
行っており、所管区域は小田原市、足
柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町の１
市３町（総面積約255k㎡）となってい
ます。

第１号様式 
所属進行表 

 

 

 

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

137,204 4,616 134,938 1,871 167 46 141,638

9,722 688 3,085 1,306 776 837 6,691

2,588 1,000 567 639 1,169 138 3,513

149,514 6,304 138,590 3,815 2,111 1,021 151,842

項目 (再)配当額

事業費 7,336,491 676,151 1,170,748 1,359,647 1,179,835 1,534,786 5,921,167

維持管理費 22,475 3,579 5,190 5,996 5,317 1,979 22,060

計 7,358,966 679,730 1,175,937 1,365,642 1,185,152 1,536,765 5,943,227

153,800 128,200 194,022 131,363 607,386

833,530 1,304,138 1,559,665 1,316,515 1,536,765 6,550,613

△ 827,226 △ 1,165,548 △ 1,555,849 △ 1,314,404 △ 1,535,744 △ 6,398,771

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 66 67 67 67

上記以外の職員 8 8 8 8

計（人） 74 75 75 75

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1914/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1914/


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)

57
(3)

1,056,411

109 621,954

84 388,628

52 539,136

250
(3)

2,606,129

（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)

174
(8)

542,376

209 603,471

183 1,022,735

186 630,999

566
(8)

2,799,581

（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　事業用地の取得（数字で表せるもの） 

契約件数 執行額(千円)

19 396,237

18 311,132

32 98,507

9 168,977

78 974,853

バイパス道路の新設や既存道路の改良、河川・海岸の堤防や砂防施設の整備、港湾や公園施設の改良
等を実施する。

傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定、河川の河床整理や堤防の除草、港湾や公園施設の補修等の維持・
管理を実施する。

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する。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　小田原海岸で砂浜の回復を図る養浜工事を実施したほ
か、砂防堰堤や酒匂川の堤防整備などを推進した。
（前年度契約件数69(5)件　執行額993,647千円）

第２・四半期
　南足柄市と箱根町を連絡する道路の調査・設計を進めた
ほか、新崎川の砂防堰堤整備などを進めた。
（前年度契約件数107件　執行額849,252千円）

第３・四半期
　都市計画道路穴部国府津線の整備を進めたほか、小田原
海岸の越波対策工事などを進めた。
（前年度契約件数92件　執行額511,649千円）

第４・四半期
　真鶴港の沖防波堤の整備を促進したほか、国道255号な
どで電線地中化事業を推進した。
(前年度契約件数80件　執行額905,058千円）

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期

　国道１号の舗装補修や国道255号の歩道補修工事を進め
るとともに、橋りょうの補修や街路樹の剪定等を実施し
た。
（前年度契約件数175(10)件　執行額553,481千円）

第２・四半期

　国道135号片浦橋などの橋りょう補修を進めたほか、県
道74号（小田原山北）の街路樹剪定や酒匂川の堤防除草な
どを行い、施設の維持・管理に努めた。
（前年度契約件数184件　執行額362,036千円）

第３・四半期

　国道72号（松田国府津）の舗装補修や国道１号の歩道補
修・道路法面の枯枝処理を行うなど、管内施設の維持管理
を実施し、安全確保に努めた。
（前年度契約件数189件　執行額789,485千円）

第４・四半期
　県道73号の青橋高架橋の耐震補強や、酒匂川堤防の樹木
の害虫防除を進めた。
（前年度契約件数141件　執行額599,465千円）

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
都市計画道路小田原山北線などで982㎡の用地取得を行っ
た。
(前年度契約件数25件　執行額322,100千円）

第２・四半期
都市計画道路小田原山北線などで992㎡の用地取得を行っ
た。
(前年度契約件数17件　執行額346,733千円）

第３・四半期
県道709号（中井羽根尾）で3190㎡の用地取得を行った。
(前年度契約件数９件　執行額57,281千円）

第４・四半期
県道723号（関本小涌谷）などで1262㎡の用地取得を行っ
た。
(前年度契約件数10件　執行額112,307千円）

累計



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

207

196

233

223

859

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

　　道路法、河川法、海岸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う。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期

　道路や河川、砂防指定地等の適正な管理を行うためのパトロールを
実施するとともに、建設発生土に係る不適正事案を防止するためのパ
トロールを実施した。
（前年度許可・届出件数　１４３件）

第２・四半期

　酒匂川の河川利用の適正化を図るため、関係機関と合同でホームレ
スに対する退去指導等を実施した。また、通常実施している道路、河
川等のパトロールの他、屋外広告物パトロール、採石法に基づく立入
検査及び、芦ノ湖パトロールを実施した。
（前年度許可・届出件数　２２３件）

第３・四半期

　建設発生土の処分の適正化を図るため、関係機関と合同で建設発生
土監視パトロールを実施した。また、通常実施している道路、河川等
のパトロールの他、芦ノ湖パトロールを実施した。
（前年度許可・届出件数　２１５件）

第４・四半期

　道路、河川等の定期パトロールを実施した他、酒匂川の河川利用の
適正化を図るため関係機関と合同でホームレスに対する退去指導や、
芦ノ湖の利用適正化を図る目的でのパトロールや土砂の適正処理を目
的とした土砂パトロールを実施した。
　また、箱根駅伝の開催に備え、国道１号の箱根区間において道路パ
トロールを実施した。（前年度許可・届出件数　２２８件）

連絡先（電話番号） 0465(34)4141 内線(210)

累計

所属長評価

　都市基盤整備を進めるため、施設整備や事業用地の取得に努めた。
　また、大涌谷周辺の火山活動の活発化に備え、地元建設業者ととも
に「箱根見守り隊」を結成し、交通規制や火山灰の除却作業などの対
応に万全を期した。

　魅力ある地域づくりのための都市基盤整備を推進するとともに、観
光地や市街地の道路、河川等の環境整備に取り組んだ。
　また、異常気象時等における迅速かつ適切な措置を行うため、道路
パトロールの実施など、地域の安全・安心の確保に努めた。

　道路・河川・海岸施設の損傷箇所の補修など、都市基盤施設の維持
管理を進めるとともに、12月には凍雪害対策本部を立ち上げ、冬季の
箱根山間部を中心とする道路交通の安全確保を図った。

　工事、委託業務の計画的な発注により、事業の着実な進捗を図り、
引き続き都市基盤整備を進めるとともに、施設の維持管理を適切に行
い、地域の安全・安心の確保に取組んだ。

　都市基盤整備を推進するとともに、パトロールの実施などにより施
設の維持管理を確実に行い、地域の安全・安心の確保を図った。
　また、大涌谷周辺の火山活動については、噴火警戒レベルの変動に
応じ、交通規制や開放を迅速に行うとともに、火山活動の活発化への
対応についても、地元建設業者とともに万全の準備を進めた。
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