
局名 部名

県土整備局
河川下水道
部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　砂防指定地等の指定状況（数字で表せるもの） 

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

382 0 0 2 0 384 渓流

17 0 0 0 0 17 地区

1,551 1 7 10 3 1,572 箇所

1,446 8 0 0 229 1,683 箇所

14 0 0 2 39 55 箇所

7,371 242 443 120 561 8,737 箇所

1,010 4 0 0 125 1,139 箇所

209 0 0 0 22 231 箇所

土砂災害警戒区域(地すべり)

土砂災害警戒区域(急傾斜地)

土砂災害地特別警戒区域(土石流)

土砂災害地特別警戒区域(急傾斜地)

累計（単位）

砂防指定地

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害警戒区域(土石流)

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年５月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0712
/

所属のホームページ

砂防海岸課

室・課（出先は所属）名

項目
平成27年度
末の状況

指定実績　

第１号様式
所属進行表

○○○○長の○○です。

○○は、主に次の仕事をしています。（記載方法は任意）
所属長の写真・イ

ラストなど（任

意）

砂防海岸課は、主に次の仕事をしています。

① 砂防事業及び地すべり対策事業…砂防指定地や地すべり防止区域内の災害防止施設の整備

② 急傾斜地崩壊対策事業…急傾斜地崩壊危険区域内の災害防止施設の整備

③ 海岸事業及び港湾事業…津波・高潮対策に係る海岸保全施設の整備、地方港湾施設の維持管理

④ 砂防、海岸、港湾関係の許認可…砂防指定地等の行為の規制、砂利・岩石・土採取に係る許認可

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 26 26 25 26

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 26 27 26 27

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 4,115,870 11,258 29,318 2,114 111,445 46,638 200,774

維持管理費 0

計 4,115,870 11,258 29,318 2,114 111,445 46,638 200,774

73,066 49,805 74,673 49,891 247,435

84,325 79,123 76,787 161,336 46,638 448,209

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0712


３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

実績・進捗状況

砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊
対策事業の推進の取組み

・平成28年度交付金事業の執行及び平成29年度交付金事業に
　ついて、各土木事務所と調整を行い、国に交付申請及び予
　算要求を行った。
・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定が完
　了していない15市町村のうち、３市町で指定が完了した。
・土砂災害警戒情報の精度向上に向けた業務委託の入札公告
　を行った。
・総合土砂災害対策県市町村調整連絡会議を開催し、土砂
　災害に関する意見交換や情報共有を図った。
・神奈川県治水砂防通常総会を開催し、円滑な事業進捗を図
　るための調整を行った。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の指定に向け、基礎調査
　に着手した３市を所管する土木（治水）事務所に対する業
　務支援を行った。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の基礎調査を円滑に進め
　るため、マニュアル類の改訂作業を行った。
・土砂災害警戒区域に係る基礎調査結果（土石流、地滑り、
　急傾斜地）の公表が全て完了した。

・平成29年度予算作成に向け、土木事務所と調整等を行っ
　た。
・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定が完
　了していない12市町村のうち、2町村で指定が完了した。
・土砂災害警戒情報の精度向上に向けた業務委託を７月に発
　注し、見直しに必要な降雨や土砂災害に関するデータの収
　集及び分析作業を実施した。
・急傾斜地崩壊防止施設長寿命化計画策定に係る業務委託に
　ついて、歩掛及び特記仕様書（案）を作成した。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の指定に向け、事務所が
　開催する推進会議等の運営に対する業務支援や外部委託調
　査の活用等の検討を行った。

・砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の
　予算確保のため、国等へ要望活動を行った。
・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定が完
　了していない10市町のうち、２町で指定が完了した。
・発表基準の見直しに向け、学識経験者等で構成する「神奈
　川県土砂災害警戒避難基準雨量検討会」の開催に関する調
　整を行った。
・急傾斜地崩壊防止施設長寿命化計画策定に向けて、事務所
　担当者に向けた会議を開催した。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の指定に向け、事務所が
　開催する推進会議等の運営に対する業務支援を行った。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の指定に向け、庁内各課
　との担当者会議の開催に向けて調整を行った。

・砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の
　内示を踏まえ、予算の箇所付け作業を行った。
・土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の指定に向け、庁内各課
　との担当者会議を開催した。
・基礎調査に係る業務委託について、事務所担当者等への意
　見聴取を行い、特記仕様書及び歩掛の見直しを行った。
・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定が完
　了していない８市町で指定が完了した。
・「土砂災害警戒情報」の精度向上に向けた発表基準の見直
　しが完了した。

実績・進捗状況

海岸事業及び港湾事業の推進の取組み

・ゼロ県債により発注した小田原海岸（国府津地区）の養浜
　工事に着手したほか、養浜材確保に向けて、ダム管理者と
　の協議を行った。

・なぎさづくり促進協議会を開催し、円滑な事業推進を図る
　ための連絡調整を行うとともに、海岸事業の推進及び予算
　確保のため、国等への要望活動を行った。
・西湘海岸直轄事業の円滑な推進のため、事業実施に関する
　県関係機関との連絡調整を行った。
・小田原海岸(国府津地区)で、今年の台風等の影響による砂
　浜の侵食への対応も含め、約１万５千㎥の養浜を完了し
　た。
・東京2020オリンピック競技大会・セーリング競技の江の島
　開催にあたり、江の島大橋の３車線化による渋滞対策の実
　施に向け、第３回県議会定例会に９月補正予算として江の
　島大橋改良工事設計費を提案し議決を得るとともに、設計
　委託業務発注の準備を実施した。

項目

項目



第３四半期

第４四半期

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） 045-210-6505

所属長評価

　砂防関係３事業、海岸事業等の各事業に係る平成28年度交付金事業について、速やかに関係機関
と調整し、各土木（治水）事務所が円滑に執行できるよう努めた。
　土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査結果（土石流,地すべり,急傾斜地）の公表が全て完了
し目標を達成した。また、土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の基礎調査を円滑に進めるため、土木
（治水）事務所に対する支援やマニュアル類の改訂作業を行い、調査の推進が図れた。
　安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの取組については、今シーズンから、海の家の占用許可
にあたり、海水浴場ルールの遵守を許可条件に加えることとし、各地域における海水浴場ルールに
よる取組をバックアップした。

　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定については、概ね計画通り進捗してい
る。
　土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の基礎調査を円滑に進めるため、土木（治水）事務所に対す
る支援を継続するとともに、外部委託調査の活用の検討を行うなど、調査の推進を図った。
　江の島大橋の３車線化工事の設計に必要な予算を確保するなど、東京2020オリンピック競技大
会・セーリング競技の開催準備を進めた。

　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定については、概ね計画通り進捗してい
る。
　海岸侵食対策である養浜工事は、概ね計画通り進捗している。
　江の島大橋の３車線化工事に係る県警協議や交付金事業の採択に向けた要望活動などを積極的
に行い、改修工事に必要な交付金を確保するなど、東京2020オリンピック競技大会・セーリング
競技の開催準備を進めた。

　土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定については計画通り全県で指定が完了し
た。
　豪雨時の避難判断等に活用される土砂災害警戒情報についても発表基準の見直しを計画通り完
了させ、新基準による運用への道筋を付けた。
　東京湾における高潮浸水想定区域等の設定に向けて、想定し得る最大規模の高潮を発生させる
台風の経路などの条件設定が完了した。
　江の島大橋を３車線化する拡幅整備工事を発注し、東京2020オリンピック競技大会・セーリン
グ競技の開催準備を進めた。

　砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業については、土砂災害警戒区域及び特別
警戒区域（土石流）の指定を計画通り全県で完了させるとともに、豪雨時の避難判断等に活用さ
れる土砂災害警戒情報の発表基準を見直し、新基準による運用への道筋を付けた。
　海岸事業については、東京湾における高潮浸水想定区域等の設定に向けて、想定し得る最大規
模の高潮を発生させる台風の経路などの条件設定が完了した。
　港湾事業については、江の島大橋を３車線化する拡幅整備工事を発注し、東京2020オリンピッ
ク競技大会・セーリング競技の開催準備を進めた。

海岸事業及び港湾事業の推進の取組み

・茅ヶ崎海岸（中海岸地区）などで計約６万㎥の養浜工事を
　発注した。
・水防法改正に伴う高潮浸水想定区域等の設定に向けて、７
　月に発注した東京湾沿岸高潮浸水想定調査業務委託によ
　り、検討に必要な過去の台風データなどを収集整理すると
　ともに、学識経験者、国、県等で構成する「東京湾沿岸高
　潮浸水想定検討会」を設置し、第１回検討会を開催した。
・東京2020オリンピック競技大会・セーリング競技の江の島
　開催にあたり、江の島大橋の３車線化工事の実施に向け
　て、設計委託業務を発注し、詳細な設計検討を行うととも
　に、県警との交通協議など関係機関との調整を進めた。ま
　た、国へ要望活動を行った結果、江の島大橋の改良工事が
　交付金事業として採択され、平成28年度の国の補正予算と
　して全体工事費の一部の予算を得ることができ、第３回県
　議会定例会で11月補正予算として計上した。

・西湘海岸直轄事業の円滑な推進のため、国と共同で懇談会
　を開催し、事業に関する地元との意見交換などを行った。
・山・川・海の連続性をとらえた「なぎさづくり」を推進す
　るため、合計９海岸で約７万５千㎥の養浜を実施した。
・東京湾における高潮浸水想定区域等の設定に向けて、第２
　回「東京湾沿岸高潮浸水想定検討会」を開催し、想定し得
　る最大規模の高潮を発生させる台風の経路などの条件設定
　が完了した。
・東京2020オリンピック競技大会・セーリング競技の江の島
　開催に向けて、11月補正予算で計上された江の島大橋の改
　良工事費により、江の島大橋を３車線化する拡幅整備工事
　を発注した。


