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Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)
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横浜川崎治水事務所

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

第１号様式

所属進行表

当所では、横浜市内の河川、砂防、急傾斜地、公園等の都市基盤の整

備等に関する事業を実施しているほか、河川法、土砂法等に基づく許認

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

115,747 6,236 73,778 8,719 20,395 9,872 119,000

4,019 400 325 368 846 470 2,409

3,107 1,520 408 956 207 3,090

122,872 8,155 74,511 10,043 21,448 10,341 124,498

項目 (再)配当額

事業費 3,818,986 340,728 937,615 594,996 661,369 1,284,278 3,818,986

維持管理費 61,498 6,707 15,607 1,690 30,792 6,702 61,498

計 3,880,484 347,435 953,222 596,686 692,161 1,290,980 3,880,484

132,810 91,401 137,016 93,973 455,200

480,246 1,044,623 733,702 786,134 1,290,980 4,335,684

△ 472,091 △ 970,112 △ 723,659 △ 764,686△ 1,280,639△ 4,211,186

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）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　事業実施の状況

１　河川事業、急傾斜地事業、公園事業（数字で表せるもの） 

①　河川事業

契約件数 執行額（千円）

101

(1)

376

(1)
（注）契約件数（　）内の件数は、ゼロ県債等債務負担行為の件数で内数

第１・四半期 163,069
平成26年度ゼロ県債予算の帷子川河川修繕工事、鶴見川の
定期横断測量、柏尾川の補償算定業務、大岡川の河川測量
及び管内の清掃・除草工の発注を行った。

時期 実績・進捗状況

（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。

第４・四半期 102 456,133
帷子川の浸水想定検討業務などの発注や柏尾川の用地契約を
行った。

累計 1,931,441

第２・四半期 83 1,029,523
恩田川の護岸工事や石崎川の地盤改良工事、大岡川、日野川
の護岸工事、柏尾川の詳細設計委託などの発注を行った。

第３・四半期 90 282,716
鶴見川の定期横断測量、大岡川の護岸補修工、親水施設補修
工、親水施設警報装置設置工などの発注を行った。

鶴見川、帷子川、柏尾川、大岡川及び侍従川の各水系において河川改修・維持管理工事等を実施
する。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 46 48 48 48

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 49 51 51 51

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1945/


②　急傾斜地事業

横浜市内において、急傾斜地崩壊対策工事の実施や土砂災害防止法に基づく調査・指定等を実施する。

契約件数 執行額（千円）

20

(4)

76

(4)
（注）契約件数（　）内の件数は、ゼロ県債等債務負担行為の件数で内数

③　公園事業

保土ケ谷公園、三ツ池公園、四季の森公園等において、公園施設の整備や改修等を実施する。

契約件数 執行額（千円）

11

(0)

537,966

平成27年度当初予算の鶴見区、保土ケ谷区、磯子区、金沢
区などの急傾斜地崩壊対策工事及び南区、磯子区、緑区の
測量、土質調査、設計業務の発注を行った。

第３・四半期

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 207,275

平成26年度ゼロ県債及び平成27年度当初予算の中区、鶴見
区、都筑区、金沢区の急傾斜地崩壊対策工事及び西区、中
区、南区、港北区、神奈川区、磯子区、金沢区、栄区、戸
塚区で測量、土質調査、設計業務の発注を行った。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 369,035

26 319,871

平成27年度当初予算の南区、港北区、金沢区、戸塚区など
の急傾斜地崩壊対策工事及び南区、中区、港北区、磯子
区、金沢区などの測量、土質調査、設計業務の発注を行っ
た。

第２・四半期 22

第２・四半期 16 13,086
保土ケ谷公園の擁壁工及び測量、四季の森公園のサイン計画
作成業務並びに篠原園地の園路整備工等の発注を行った。

第３・四半期 24 88,062
三ツ池公園の展望広場整備工及び地質調査、保土ケ谷緑地・
三ツ池緑地の維持管理工事等の発注を行った。

篠原園地のプール社会実験に向けた管理運営業務、四季の
森公園の擁壁工並びに三ツ池公園の用地測量及び更衣室設
計業務等の発注等を行った。

第４・四半期 8 105,191
南区、磯子区、金沢区などの測量、設計業務の発注を行っ
た。

累計 1,170,303

77
(0)

（注）契約件数（　）内の件数は、ゼロ県債等債務負担行為の件数で内数

３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

区分 時　期
許可･届出
件数

第４・四半期 26 28,728
保土ケ谷公園及び四季の森公園において、長寿命化計画に基
づく施設修繕工事等の発注を行った。

累計 498,911

河川法等に基づく占用の許可、敷地の境界確定等の許認可事務を行う。

実績・進捗状況

河
川
法
関
係

第１・四半期 43 　河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行った。

第２・四半期 45 　　　　　　　　　　　同　　上

第３・四半期 85 　　　　　　　　　　　同　　上

第４・四半期 711 　　　　　　　　　　　同　　上

第３・四半期 16 　　　　　　　　　　　同　　上

第４・四半期 12 　　　　　　　　　　　同　　上

急
傾
斜
地
法
関
係

第１・四半期 92 　急傾斜地区域内行為に係る許可等を行った。

第２・四半期 104 　　　　　　　　　　　同　　上

第３・四半期 128 　　　　　　　　　　　同　　上

第４・四半期 102 　　　　　　　　　　　同　　上

そ
の
他

第１・四半期 67 　土砂条例に基づく許可・届出等の受理、その他境界確認等を行った。

第２・四半期 52 　　　　　　　　　　　同　　上

第３・四半期 150 　　　　　　　　　　　同　　上

都
市
公
園
法
関
係
等

第１・四半期 59
　公園内における設置・管理許可、公園占用許可、公園内における行為許
可等を行った。

第２・四半期 17 　　　　　　　　　　　同　　上

累計 1,734

第３・四半期 150 　　　　　　　　　　　同　　上

第４・四半期 51 　　　　　　　　　　　同　　上



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

　平成26年度ゼロ県債予算及び平成27年度当初予算について、早期執行に向け工事・
委託業務の発注作業を着実に進めている。
　また、柏尾川の遊水地整備に向けた補償算定業務や、篠原園地プールの有料化や地
域ボランティア活用の社会実験に向けた管理運営委託を行うなど、取り組むべき事業
について、計画的に作業を進めることができた。

　恩田川や大岡川の護岸工事、石崎川の地盤改良工事、急傾斜地崩壊対策に係る工事
や測量を着実に進めている。また、保土ケ谷公園の擁壁工、四季の森公園のサイン作
成業務等の事業について、計画的に作業を進めた。なお、工事・委託業務の早期執行
に取組んだ結果、上半期までに、年間発注予定額の9割を超える発注を達成できた。

　鶴見川の定期横断測量、大岡川の護岸補修工、親水施設補修工、親水施設警報装置
設置工等の工事を進めたほか、急傾斜地崩壊対策工事や測量、土質調査を着実に実施
している。また三ツ池公園の展望広場整備工及び地質調査、保土ケ谷緑地・三ツ池緑
地の維持管理工事等についても、計画的に作業を進めた。

  帷子川の浸水想定検討業務の発注や柏尾川の用地契約などを行ったほか、急傾斜地
崩壊対策に係る測量、設計業務を実施した。また、保土ケ谷公園及び四季の森公園に
おいて長寿命化計画に基づく施設修繕工事等を実施した。

　工事・委託業務について、年度を通じ早期の発注に努め、計画的な事業執行を行った。ま
た、公共施設の長寿命化、地域の特性を活かした河川・公園整備を進めた。不法係留船対策
にあたり、所有者との地道な交渉を進めるとともに、２回の行政代執行等により、大型船や
工作物を含め、計画的に撤去を進めた。併せて、地域向けに河川内係留物の危険性を訴える
チラシを作成し、地域ぐるみでの取り組みを促した。
　平成26年の台風18号による管内河川の増水やがけ崩れの発生を受け、横浜駅至近の帷子川
分水路の湓水防止工事を完成させるとともに、洪水被害やがけ崩れから命を守るための避難
行動を促すチラシを作成し、県民意識の啓発を図った。

045-411-2500連絡先（電話番号）

所属長評価


