
局名 部名

県土整備局 事業管理部

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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、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２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0722/

所属のホームページ

建設リサイクル課

室・課（出先は所属）名

建設リサイクル課は、主に次の仕事をしています。

① コンクリート塊・木材等の建設資材の「リサイクル」を進めて

います。

・解体工事現場における分別解体の実施状況の確認、無届出の解

体工事の発見を目的としたパトロール等

② 公共建設発生土受入地の整備を進めています。

・公共建設工事から発生する公共建設発生土の受入地の公募等

③ 建設発生土の「適正処理」を進めています。

・土砂の埋逃げ等の土砂の不適正処理を未然に防止するための監

視パトロール等

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

項目 (再)配当額

事業費 7,955 147 401 2,477 980 1,531 5,536

維持管理費 0

計 7,955 147 401 2,477 980 1,531 5,536

35,881 23,225 32,800 24,439 116,346

36,028 23,626 35,278 25,419 1,531 121,882

人件費　（注1）

支出済額
事
業
経
費

計（注2）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 12 13 13 13

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 14 15 15 15

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0722/


Ⅳ　業務実施状況

1   建設リサイクル法に基づく、解体工事現場のパトロール

前年度実績 今年度実績

第１・四半期 5 5

第２・四半期 5 5

第３・四半期 5 5

第４・四半期 5 5

【分別解体が適切に実施されているかチェック】 【アスベスト除去後の分別・保管状態】

前年度実績 今年度実績

第１・四半期 75 74

第２・四半期 78 87

第３・四半期 70 83

第４・四半期 65 83

　許可地や事前相談のある箇所について重点的に監視を
行い、現場の状況、業者の動向等について疑義が生じた
ものについて慎重に調査を進めるとともに、処分庁であ
る土木事務所等への連絡・情報提供を26件行いました。

　許可地や事前相談のある箇所について重点的に監視を
行い、現場の状況、業者の動向等について疑義が生じた
ものについて慎重に調査を進めるとともに、処分庁であ
る土木事務所等への連絡・情報提供を28件行いました。

時期

　許可地や事前相談のある箇所について重点的に監視を
行い、現場の状況、業者の動向等について疑義が生じた
ものについて慎重に調査を進めるとともに、処分庁であ
る土木事務所等への連絡・情報提供を15件行いました。

　許可地や事前相談のある箇所について重点的に監視を
行い、現場の状況、業者の動向等について疑義が生じた
ものについて慎重に調査を進めるとともに、処分庁であ
る土木事務所等への連絡・情報提供を10件行いました。

　解体工事現場における分別解体の実施状況の確認や、届出されていない解体工事を発見する目的
でパトロールを実施します。（※パトロールは、建設リサイクル課が各土木事務所のパトロールに
同行したもの）

　分別解体等を徹底するため、全国一斉パトロールを実
施し、行政指導を４件行いました。

パトロール回数
時期 実　績

　分別解体等を徹底するため、県独自の合同パトロール
を実施し、行政指導を２件行いました。

 分別解体等を徹底するため、全国一斉パトロールを実
施し、行政指導を１件行いました。

　分別解体等を徹底するため、県独自の合同パトロール
を実施し、行政指導を３件行いました。

パトロール回数
実　績

２「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」に基づく、土砂の不法投棄の未然防止や拡大防止のた
めの監視パトロール

　違反行為の未然防止や拡大防止のための監視パトロールを実施します。



【土砂埋立地をパトロール】 【土砂埋立地の傾斜度を測定】

３　業務実績

　①　公共工事での建設リサイクル認定資材の率先利用に関する事務について

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

第３・四半期

第４・四半期

　②　「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の運用に係る土木（治水）事務所（セン

　　ター）への指導等に関する事務について

 土木（治水）事務所（セン
ター）への指導･助言、研修
等の実施、市町村との連携等
を行います。

項目 実績・進捗状況

　土木（治水）事務所（センター）の担当者向けに県土
砂条例の研修を実施しました。また、市町村連携の一環
として同研修を案内したところ、18市町村の職員が参加
しました。

　市町村との連携の一環として県・市合同での監視パト
ロールを実施しました。
　土木（治水）事務所（センター）へ条例の運用につい
て指導し、業者への的確な指導に寄与しました。

　市町村との連携の一環として県・町合同での監視パト
ロールを実施しました。また、市からの県条例の運用に
係る照会に対応しました。
　土木（治水）事務所（センター）へ条例の運用につい
て指導し、業者への的確な指導に寄与しました。

　市町村との連携の一環として、各地域の実情に応じた
具体の連携を図ることを目的に、土木（治水）事務所
（センター）単位で、「県と市町村との連絡調整会議」
を８回開催し、27市町村が参加しました。

項目 実績・進捗状況

　建設リサイクル認定資材の募集に先立ち、認定対象品
目に係る評価基準を一部改正しました。

　建設リサイクル認定資材の募集を行い、１事業者から
応募がありました。（募集期間：H28.7.25～8.10）

　建設リサイクル認定資材に応募のあった、「排水・通
気用再生硬質塩化ビニル管」に係る35資材(１業者)を認
定しました。

　県土整備局公共工事グリー
ン調達基準における認定対象
品目の中から、建設リサイク
ル認定資材の募集を行いま
す。

 建設リサイクル認定資材の募集を行い、応募のあった
「排水・通気用再生硬質塩化ビニル管」に係る14資材
(２業者)、及び、「再生生コンクリート」に係る９資材
（１業者）を認定しました。（募集期間：H29.1.23～
2.8）



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　④　建設リサイクル施策の啓発推進、建設産業の魅力発信について

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

【工業高校生向け出前授業】

項目 実績・進捗状況

　「かながわの建設リサイク
ル」に係る啓発冊子（建Ｒ
ブックレット）等を活用した
出前講座などの啓発活動を将
来の県土を支える高校生・建
設産業界のエンジニアを対象
に実施します。

　工業高校とのコラボによる「建設　ものづくり・リサ
イクル　セットで　学ぼう・進めよう!!!」をテーマと
した啓発パネルを使用して、広報・啓発を進めました。

　県発注工事技術管理説明会で、建設産業界のエンジニ
ア向けに建設リサイクル施策の啓発を行いました。

  工業高校生向け出前授業の実施について調整を行いま
した。

　第３・四半期に調整を行った工業高校生向け出前授業
を実施し、建設リサイクルについての理解が深まるよ
う、啓発を行いました。

　③　公共建設工事により発生する発生土の適正な処理を推進するための受入地の整備に

項目 実績・進捗状況

  県及び市町から発生する公
共建設発生土を適正に処理す
るため、公共建設発生土受入
地が不足している地区の受入
地の新規開設を行います。

　公共建設発生土受入地の公募地区について、各地区の
建設発生土連絡協議会と協議し、今年度は藤沢地区と厚
木東部地区での公募を行うことに決定しました。

　公共建設発生土受入地が不足している地区を対象に、
新規受入地の公募を実施しました。
（公募期間：Ｈ28.8.1～8.31）
　公募の結果、応募はありませんでした。

　来年度の公共建設発生土受入地の公募の実施につい
て、検討を行いました。

　公共建設発生土の新規受入地の開設について、建設発
生土関係会議（建設発生土運営会議（３月））に諮り、
今後も引き続き公募及び関係機関との調整を図ることを
確認しました。

　　関する事務について



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） 045-285-3203

所属長評価

　分別解体等の適正な実施を徹底させるための計画的な
パトロールが行われていると考えます。
　土砂の不法投棄の未然防止等においては、的確に情報
提供を各土木事務所へ行うなど、違反行為の抑止に向け
た取組が着実になされています。
　さらに市町村連携の一環で、県土条例の研修実施によ
り土砂条例における技術的なノウハウの蓄積が各行政庁
（市町村）でなされることで、より適正な土砂埋立のあ
り方が理解されつつあるものと考えます。

　土砂の不法投棄の未然防止等に対しては、県全域を監
視し違反の抑止効果を維持するための効果的、効率的な
パトロールが実施されていると考えます。また、土砂条
例の適正な運用もなされているものと考えます。
　建設リサイクルの啓発に関しては、建設業界に対しそ
の仕組みや、必要性について周知を図ることで、正しい
理解がなされているものと解します。

　土砂の適正な処理に関する運営等については、昨年度
に引き続き、地域ごとに連絡調整会議を開催しました。
会議において活発な意見交換や現場の声を踏まえた情報
交換を行うことで、県内各市町村との緊密な連携を図る
ことができました。
　また、公共工事グリーン調達基準における認定資材の
啓発普及を通し、新たに計23資材の認定が行えたこと
で、環境負荷の低減に資する形で公共工事を行うだけで
なく、県内市町村や民間事業者の環境配慮への取組を促
すことができました。
　このように関係機関との連携を通し、土砂条例の指
導・啓発、建設リサイクル法の適正な運用に寄与したも
のと考えます。

　公共工事における建設リサイクルの推進は、資源の循
環による限られた資源の有効活用に繋がるものであり、
これまでの具体の啓発事業や分別解体等を徹底するため
の合同パトロールの実施は、建設廃棄物の適正処理に寄
与するものと言えます。
 また、今年度も、建設発生土の適正な処理に向けた具
体の働きかけの一つとして地域に根ざした会議等を実施
することで、引き続き、各市町村との緊密な連携協力を
図ることができました。その他、各市町村が抱える問題
や違法投棄の未然防止に繋がる具体の取り組みについて
の緊密なる情報交換を通し、土砂条例のより適正な運用
を行うことができているものと解します。

 土砂の不法投棄の未然防止等に対する監視パトロール
の実施と共に、土砂条例の適正な運用が図られていま
す。
　建設リサイクル認定資材については、応募の結果から
35資材の認定が行われ、業態要望に応えることが可能に
なりました。
　解体工事等に対する行政指導等が、建設リサイクル法
に基づく届出により、合同の立入検査において適切に行
われていることを確認しました。


