
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年度分）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6840/

所属のホームページ

厚木土木事務所津久井治水センター

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 当センターでは、主に河川、砂防、公園等の土木施設の維持、改良工事と各事業

に必要な用地の確保等の土木事業を実施しているほか、土砂災害防止法に基づく

特別警戒区域等の指定、河川法、砂防法、都市公園法や土砂条例等に基づく許認

可事務等の仕事を行っています。 

所属長の写

真・イラスト

など（任意） 

 

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

25,000 22,424 489 2,524 57 1,441 26,935

500 467 3 19 488

50 36 721 31 24 812

25,550 22,927 1,210 2,557 100 1,441 28,235

項目 (再)配当額

事業費 1,563,863 244,634 255,101 349,188 323,203 200,391 1,372,516

維持管理費 26,325 2,856 6,303 5,559 8,066 3,541 26,325

計 1,590,188 247,490 261,404 354,746 331,269 203,932 1,398,841

78,989 53,978 81,280 55,844 270,091

326,478 315,382 436,026 387,113 203,932 1,668,932

△ 303,551 △ 314,171 △ 433,469 △ 387,013 △ 202,491 △ 1,640,696

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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 30 29 29 29

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 31 30 30 30

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6840/


Ⅳ　業務実施状況

１　河川の改修、維持管理等に関する工事、調査等（数字で表せるもの） 

洪水被害を防止するため河川改修事業を実施するほか、護岸の補修等、河川の維持管理を行っています。

契約件数 契約額(千円)

42 221,989

34 522,157

28 29,505

20(1) 38,785

104 812,436

２　砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業に関する工事、調査等（数字で表せるもの）

　　砂防施設の整備や維持管理を行うほか、急傾斜地崩壊対策を推進しています。

契約件数 契約額(千円)

20 45,312

11 32,576

8 109,741

2 16,655

41 204,284

時期 実績・進捗状況

第１・四半期

　境川の護岸工事や風間遊水地整備工事及び境川や鳩川
の河床整理や除草工などを進めるとともに、今後の工事
発注のために地元住民や関係機関との調整、設計・積算
業務を進めた。

第２・四半期

　境川の護岸工事や風間遊水地整備工事及び境川や鳩川
の河床整理や除草工などを進めるとともに、今後の工事
発注のために地元住民や関係機関との調整、設計・積算
業務を進めた。

第３・四半期

　境川や串川などの護岸工事や風間遊水地整備工事及び
境川や鳩川の除草工などを進めるとともに、今後の工事
発注のために地元住民や関係機関との調整、設計・積算
業務を進めた。

第４・四半期

　境川や串川における今年度の護岸工事や遊水地整備工
事を完了し、さらに事業進捗を図るため、新たな護岸工
事や測量業務及び詳細設計業務の発注を行い、併せて地
元住民や関係機関との調整も進めた。

累計

（注）契約件数の（　　）内は、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１・四半期

　アビコ沢や与瀬中野沢の堰堤設置工事及び土砂災害防
止法に基づく基礎調査（旧相模原市域）、区域指定地元
説明会（旧藤野町）などを進めるとともに、今後の工事
発注のために地元住民や関係機関との調整、設計・積算
業務を進めた。

第２・四半期

　与瀬中野沢の堰堤設置工事及び土砂災害防止法に基づ
く基礎調査（旧相模原市域）、区域指定地元説明会（旧
城山町）などを進めるとともに、今後の工事発注のため
に地元住民や関係機関との調整、設計・積算業務を進め
た。

第３・四半期

　与瀬中野沢やアビコ沢の堰堤設置工事及び土砂災害防
止法に基づく基礎調査（旧相模原市域）、市への意見照
会（旧藤野町・旧城山町）などを進めるとともに、今後
の工事発注のために地元住民や関係機関との調整、設
計・積算業務を進めた。

第４・四半期

 与瀬中野沢やアビコ沢の堰堤設置工事、根小屋地区の急
傾斜地崩壊対策工事、土砂災害防止法に基づく基礎調査
（旧相模原市域）及び公示（旧藤野町・旧城山町）など
を進めるとともに、来年度に向けた工事発注のために地
元住民や関係機関との調整、設計・積算業務を進めた。

累計

（注）契約件数の（　　）内は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数



３　都市公園の整備、維持管理等に関する工事、調査等（数字で表せるもの） 

　　相模湖公園、津久井湖城山公園、相模原公園の整備、維持管理等を行っています。

契約件数 契約額(千円)

9 10,565

7 28,951

13 60,393

13
(1)

20,325

29 120,234

４　事業用地の取得等（数字で表せるもの）

　　関係地権者等と交渉し、事業に必要な用地の取得や補償を行っています。

契約件数 契約額(千円)

1 3,206

0 0

5 149,497

4 41,689

10 194,392

５　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

　　河川法、砂防法、都市公園法等に基づく許認可、敷地の境界確定等の事務を行っています。

許可・届出件数

52

42

44

234

372

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　相模湖公園の園路修繕工事や相模原公園の小規模修繕
などを進めるとともに、今後の工事発注のために指定管
理者や関係機関との調整、設計・積算業務を進めた。

第２・四半期

　相模湖公園の園路修繕工事や相模原公園及び津久井湖
城山公園の小規模修繕などを進めるとともに、今後の工
事発注のために指定管理者や関係機関との調整、設計・
積算業務を進めた。

第３・四半期

　津久井湖城山公園の法面崩壊対策工事、遊具修繕工事
や相模原公園及び津久井湖城山公園の小規模修繕などを
進めるとともに、今後の工事発注のために指定管理者や
関係機関との調整、設計・積算業務を進めた。

第４・四半期

　所管都市公園で実施した工事について、繰り越しする
ことなく予定どおり完成させたのをはじめ、ゼロ県債の
工事を計画どおり発注したほか、指定管理者とは年間実
績報告作成や来年度の工事発注計画について、調整を進
めた。

累計

（注）契約件数の（　　）内は、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１・四半期 河川改修事業において10.11㎡の用地を取得した。

第２・四半期 各事業について用地取得に向けての物件調査を行った。

第３・四半期 河川改修事業において272.83㎡の用地を取得した。

第４・四半期 河川改修事業において198.60㎡の用地を取得した。

累計 河川改修事業において計481.54㎡の用地を取得した。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
  許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用
案件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
た。

第２・四半期
  許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用
案件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
た。

第３・四半期
  許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用
案件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
た。

第４・四半期
  許認可及び財産管理の事務を適正に処理するとともに、不法占用
案件の是正指導や土砂埋立行為許可案件にかかる必要な指導を行っ
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

第４・四半期

総合評価

連絡先（電話番号）
管理課（042-784-1111

内線431、433）

所属長評価

　４月に今年度の災害応急工事施工業者を対象とした説明会を開
催、5月から土砂災害防止法に基づく基礎調査（旧相模原市域）や区
域指定地元説明会（旧藤野町）を開催、６月に建設業協会２支部
（津久井、相模原）との意見交換を実施するなど、地震、風水害等
の災害時応急体制整備に努めるとともに、昨年度からの継続事業の
推進、河川施設、砂防施設等の整備・補修、更に既存３公園の整備
及び維持修繕工事等、今後の工事発注、施工等の準備を順調に進
め、今年度事業を円滑にスタートさせることが出来た。

　境川の自然環境美化・保全の意識を高める等のため「境川クリー
ンアップ作戦」を地域住民と相模原市等と一緒に開催し、また土砂
災害防止法に基づく地元説明会を旧城山町区域内で開催し特別警戒
区域等指定の法手続きを進めるとともに、河川施設、砂防施設等の
整備・補修や、３公園の整備・維持修繕等を進め、今年度の上半期
８０％以上発注を達成した。併せて境川等の用地取得に向けて物件
調査等を精力的に進め、今年度契約予定案件の成約達成を目指し、
許認可指導案件も継続した難しい案件が多い中で適正に業務を推進
するなど、今年度事業を順調に進めている。

  今年度の出水期は無事に過ぎ大きな損壊等は無かったが、管理施
設の状況を改めて確認するため、11月に施設点検パトロールを行っ
た。また11月には、建設業協会を始め関係機関と連携した地震対策
訓練や、相模原・津久井の両建設業協会との意見交換会、津久井測
量設計業協力会が講師をした測量実習講習会などを行い、建設関係
機関との協力連携や災害時の応急体制強化などを図った。また境川
の風間遊水地等の河川施設、アビコ沢の砂防堰堤等の砂防施設等の
整備・修繕や、３県立公園の整備・維持修繕等を積極的に進め、併
せて用地取得についても着実に買収実績を上げ、また許認可指導案
件も適正に業務を推進するなど、着実に業務を推進した。

河川、砂防、都市公園事業の業務実施状況は、工事実施や用地
買収事業等、概ね当初の目標を達成した状況である。
また、土砂災害防止法に基づく、指定に向けた基礎調査や公示
を実施するなど、次年度への継続を速やかに履行する事が出来
た。河川法、砂防法、都市公園法や土砂条例に基づく許認可事
務の執行についても年間を通じて適切に対応出来た。

　年間を通じて、目的意識を持ち、着実な事業推進を図ることがで
きた。


