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県土整備局

Ⅰ　業務概要

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/cnt/f440028/

所属のホームページ

厚木土木事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

厚木土木事務所長の沼田です。
厚木土木事務所は、県中央部に位置し、東名高速、さがみ縦貫道路や、現在、

整備が進められている新東名、国道246号バイパス等の骨格的な道路が連絡する

交通の要衝となっています。管内には、厚木市、愛川町、清川村が存し、その

面積は、約199k㎡になります。

管内は東部を相模川が流れ、北西部は急峻な丹沢山地に連なり、一帯は緑豊

かな自然に恵まれています。丹沢大山国定公園、県立丹沢大山自然公園や風致

地区が指定されているほか、県内最大の水ガメである宮ヶ瀬ダムに代表される

水資源の供給地としての側面も持ち合わせています。

また、さがみ縦貫道路など幹線道路網の整備による交通の利便性を強みとし

て、先端産業や研究開発機能の集積等新しいまちづくりが進められ、発展して

いる地域です。

厚木土木事務所は、主に次の仕事をしています。

① 道路、河川、砂防、公園等の都市基盤の整備や維持・管理に関する事業を

行っています。

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（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。

厚木土木事務所は、主に次の仕事をしています。

① 道路、河川、砂防、公園等の都市基盤の整備や維持・管理に関する事業を

行っています。

② 都市基盤整備、管理に必要な事業用地の取得を行っています。

③ 都市計画法に基づく開発許可、建築基準法による建築確認事務等を行って

います。その他、道路法、河川法等に基づく許認可事務を行っています。

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

121,177 14,625 101,686 4,619 227 21 121,177

4,317 727 1,587 808 845 350 4,317

153 152 1 153

125,647 15,504 103,274 5,427 1,071 371 125,647

項目 (再)配当額

事業費 7,474,081 749,971 1,398,813 1,118,445 2,550,119 1,656,733 7,474,081

維持管理費 25,221 4,539 6,001 6,774 5,680 2,227 25,221

計 7,499,302 754,510 1,404,815 1,125,218 2,555,799 1,658,960 7,499,302

216,336 148,432 223,474 152,829 741,071

970,845 1,553,247 1,348,692 2,708,628 1,658,960 8,240,373

△ 955,341△ 1,449,973△ 1,343,266△ 2,707,557△ 1,658,589△ 8,114,726

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）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f440028/


Ⅲ　職員配置状況

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

　　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する。

契約件数
　　(件)

執行額
　(千円)

(4)

60

時期

  国道129号戸田交差点立体化事業における建設発
生土処分工事、県道42号(藤沢座間厚木)における
橋梁下部工事を執行した。また、一級河川小鮎川
において河川改修工事を執行した。

　国道129号、新東名高速道路接続区間において、
地盤改良工事３件、函渠工事１件、県道54号(相模
原愛川)馬渡橋において橋梁下部撤去新設工事(右

1,086,472第１・四半期

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 74 75 75 75

上記以外の職員 11 11 11 11

計（人） 85 86 86 86

配置職員数

(2)

24

(6)

181

（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

31

1,967,690

第３・四半期

　国道129号において、戸田立体交差部の地下排水
施設躯体工事を執行した。県道42号(藤沢座間厚
木)において用地関係業務委託や県道64号(伊勢原
津久井)･古在家バイパスで道路計画検討業務委託
を実施した。相模川の河原口及び新田宿地区の高
水敷掘削や築堤工事、急傾斜地崩壊危険区域大塚
下地区において法面工事を執行した。

第４・四半期

  県道64号(伊勢原津久井)･古在家バイパスにおい
て、３号橋上部工製作架設工事、国道129号新東名
高速道路接続区間整備事業において、地盤改良工
事１件、表層安定処理工事２件を執行した。急傾
斜地崩壊危険区域小野地区において法面工事を執
行した。

364,255

421,319

3,839,736

第２・四半期

原愛川)馬渡橋において橋梁下部撤去新設工事(右
岸及び左岸)、県道60号(厚木清川)･御門橋で仮橋
仮道路工事を執行した。
　また、砂防指定地山の神沢において堰堤工事を
執行した。県立あいかわ公園・七沢森林公園にお
いて、既存施設の老朽化により遊具設置工事を執
行した。

累計

66

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 74 75 75 75

上記以外の職員 11 11 11 11

計（人） 85 86 86 86

配置職員数

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 74 75 75 75

上記以外の職員 11 11 11 11

計（人） 85 86 86 86

配置職員数



　②　都市基盤の維持、管理

　　傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定、河川堤防の除草や公園施設の補修等の維持、管理を

　  実施する。

契約件数
　　(件)

執行額
　(千円)

(10)

120

　県道54号（相模原愛川）角田工区の歩道設置工

1,384,925

　県道604号（愛甲石田停車場酒井）の舗装補修工
事、県道70号（秦野清川）・釜田川橋の橋梁塗替
え工事、県立あいかわ公園における雨水排水施設
の補修工事を執行した。管内８局の水位、雨量テ
レメーターの点検業務委託を執行した。

第２・四半期 942,497

　県道63号の竹林工区の歩道設置工事、国道129号
原田歩道橋塗装工事、県道603号（上粕屋厚木）の
舗装補修工事、国道412号のボーリング調査等を執
行した。
　また、相模川の護岸補強工事、水防情報基盤緊
急整備工事を執行した。

第３・四半期 647,660

　国道412号の舗装補修、県道70号（秦野清川）の
落石防護網設置、道路路照明灯の建替、県道63号
の歩道設置、県道604号の側溝蓋床板化などの道路
補修工事や相模川の護岸補強や河床整理など河川
維持修繕工事を執行した。

72

第１・四半期

88

時期

(2)

24

(12)

304

（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

累計 3,153,186

国道129号（新東名高速道路厚木南IC(仮称)接続区間）

　厚木市戸田　地盤改良工事

178,104

　県道54号（相模原愛川）角田工区の歩道設置工
事、国道412号の落石防護網設置工事を執行した。
あいかわ公園において修景池修繕工事を執行し
た。中津川の河床整理や定期縦横断測量などを実
施した。

第４・四半期



国道412号　愛川町半原　落石防護網工事

　　　　　　　　県立あいかわ公園　愛川町半原　修景池(じゃぶじゃぶ池)修繕工事



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する。

契約件数
　　(件)

執行額
　(千円)

16 15,468

20 204,799

62 172,807

26 23,804

124 416,878

３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの） 

①　都市計画法関係

　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
の事前相談に応じている。その他、道路法、河川法等に基づく占用許可、敷地の境界確

第３・四半期
　国道412号､県道42号､54号､63号､601号､相模川な
どで5,732㎡の用地取得を行った。

第４・四半期
  県道42号、64号、相模川、宮沢川、真名倉沢な
どで2,292㎡の用地取得を行った。

累計

時期

第１・四半期 　相模川などで5,657㎡の用地取得を行った。

第２・四半期
　国道412号、県道42号、63号、相模川などで
5,993㎡の用地取得及び三田小学校の公共補償を
行った。

①　都市計画法関係

事前相談
件数

許可・
届出件数

17 6

19 5

19 5

26 2

81 18

第２・四半期
　集中豪雨による災害防止のため、宅地造成の現
場の防災パトロール（第２回）を実施した。

第３・四半期
　集中豪雨による災害防止のため、宅地造成の現
場の防災パトロール（第３回）を実施するととも
に、開発許可等の審査を的確に実施した。

第４・四半期
　違反開発行為等の早期発見と早期是正を図るた
め、一斉パトロールを実施した。

累計

時期

第１・四半期
　集中豪雨による災害防止のため、宅地造成の現
場の防災パトロールを実施した。



②　建築基準法等関係

事前相談
件数

許可・
届出件数

15 34

14 31

19 34

18 28

66 127

（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の建築物に関する法令を含む。

③　その他道路法河川法等関係

事前相談
件数

許可・
届出件数

時期

第４・四半期
　違反建築物の早期発見と早期是正を図るため、
一斉パトロールを実施した。

累計

時期

第１・四半期

　違反建築物の未然防止のため、随時パトロール
を行うとともに、分別解体等の適正な実施を確保
するため、建築物の解体現場への立入調査を実施
した。

第２・四半期
　分別解体等の適正な実施を確保するため、建築
物の解体現場への立入調査を実施した。

第３・四半期
　違反建築防止週間に県下一斉建築パトロールを
実施した。

件数 届出件数

388

486

531

1,045

2,450

第２・四半期

　相模川等、河川の適正な管理を行うため、引き
続き常時パトロールを行うとともに、夏季から不
法投棄等が多くなるので夜間パトロールを併せて
実施した。

第３・四半期
　相模川等、河川の適正な管理を行うため、引き
続きパトロールを行うとともに、建設発生土監視
合同パトロールを実施した。

第４・四半期
　相模川等、河川の適正な管理を行うため、引き
続きパトロールを行うとともに、建設発生土監視
合同パトロールを実施した。

第１・四半期
　相模川など河川の適正な管理を行うため、常時
パトロールを行うとともに、土砂災害の未然防止
のため、土砂災害防止パトロールを実施した。

累計



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

所属長評価

　平成26年度からの継続工事の着実な完成を図るとともに、
県経済の活性化に資するため円滑な工事発注に努めた。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、道
路、河川、建築等のパトロールを実施して必要な対策をとる
ことにより、事故等の未然防止を図った。

　平成27年度予定工事の早期発注に努め、着手済みの工事に
ついては、安全かつ順調な進捗に努めた。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、引
き続き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等
の未然防止を図った。

　工事等の計画的な発注に努め、着手事業の順調な進捗を
図った。平成27年６月27日に発生した県道70号(秦野清川)の
落石に対して、速やかに応急措置を講じるとともに、復旧に
向けた調査及び工法の検討を進め、11月30日に落石防護網を
設置し、地域の交通安全の確保を図った。
　平成27年９月の関東・東北豪雨により甚大な被害が発生し
たことを受け、県内の大河川である相模川等では、国と同調
して浸水被害を軽減するソフト対策に取組んでいる。このう
ち、相模川の重要水防区域(寒川町、海老名市)においては、
12月18日に沿川の自治体、消防団、自治会長等とともに共同
点検を実施し、洪水時の水防活動や避難行動の重要性につい
て確認した。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、引
き続き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等

第４四半期

総合評価

連絡先（電話番号） 厚木南合同庁舎 代表番号:046-223-1711 内線204

き続き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等
の未然防止を図った。

  平成27年度予定工事の早期発注に努め、着手済みの工事に
ついては、安全かつ順調な進捗に努めた。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、引
き続き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等
の未然防止を図った。

 工事等の計画的な発注に努めるなど事業の計画的な進捗を
図った。自然災害等に対する道路の安全性を確保するため緊
急工事の実施や土砂崩壊対策を行うとともに、ゲリラ豪雨等
による災害未然防止のため関係自治体・自治会等とともに河
川の共同点検を実施するなど総合的な治水対策に取り組ん
だ。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、道
路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等の未然防
止を図った。


