
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

       　　矢上川地下調節池中間立坑本体工事

　　　

　

戸田交差点立体化（本体）工事足柄紫水大橋、酒匂縦貫道路

　　　　　　 秦野戸川公園 江の島大橋

業務運営進行表

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

局名 県土整備局

　　　　　　   万騎が原団地整備

県土整備局が行っている主な事業を、総務室及び部（５部）ごとに紹介します。

１ 総務室

・ 県土整備局の組織及び人事に関することを行っています。

・ 所管行政の企画及び調整に関することを行っています。

・ 県土整備総合情報システムの推進に関することを行っています。

・ 土地収用法に基づき設置された収用委員会事務局に関することなどを行っています。

２ 事業管理部

・ 県土整備局の予算・決算の総括に関することや入札・契約に関する事務を行っています。

・ 建設業法に基づく建設業許可や建設工事紛争審査会などの事務を行っています。

・ 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業免許などの事務を行っています。

・ 法に基づきコンクリート塊・木材等の建設資材の「リサイクル」（分別解体）を進めています。

・ 県土の秩序ある利用と県民の生活の安全を確保するため、条例に基づき建設発生土の「適正処理」を進めています。

・ 県土整備局が所管する道路事業等のための用地取得等に関する事務を行っています。

・ 廃道廃川敷地等の県有財産や一般海域等国土交通省所管の国有財産の管理・処分等の事務を行っています。

・ 土地収用法の事業認定に関する事務等を行っています。

３ 都市部

・ 都市施策の総合的企画及び調整を行っています。

・ 都市計画法の施行に関することを行っています。

・ 県土整備局所管に属する工事の検査及び技術管理に関することを行っています。

・ 東海道新幹線新駅の誘致に関することを行っています。

・ ツインシティ整備に関することを行っています。

・ 交通施策の総合的企画及び調整に関することを行っています。

・ リニア中央新幹線の建設促進に関することを行っています。

・ 市街地整備に関すること、景観施策の推進に関することを行っています。

・ 都市公園の企画、計画及び整備に関することなどを行っています。

４ 道路部

・ 道路及び街路の総合的企画及び調整に関することを行っています。

・ 国、高速道路株式会社等の施行事業に係る総合調整に関することを行っています。

・ 道路及び街路の整備に関することを行っています。

・ 橋梁事業及び鉄道との立体交差事業に関することを行なっています。

・ 道路及び街路の維持管理に関することを行っています。

・ 交通安全施設の整備に関することを行っています。

・ 道路の占用、自費工事等の許認可に関することを行っています。

・ 京浜臨海部における都市基盤整備の調整に関することなどを行っています。

５ 河川下水道部

・ 河川の利用、調査、計画及び管理に関することを行っています。

・ 河川整備に関することを行っています。

・ 水防に関することを行っています。

・ 砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業に関することを行っています。



Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

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 282,350,325 8,276,659 23,705,414 22,760,872 47,895,756 24,409,121 127,047,821

維持管理費 379,661 51,008 87,100 80,873 89,066 28,916 336,965

計 282,729,986 8,327,667 23,792,514 22,841,743 47,933,462 24,438,038 127,333,425

3,404,129 2,285,694 3,491,862 2,352,271 0 11,533,953

11,731,799 26,078,213 26,333,606 50,285,734 24,438,038 138,867,384

Ⅲ　職員配置状況
４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

1,185 1,203 1,200 1,205

157 165 161 168

1,342 1,368 1,361 1,373

Ⅳ　業務実施状況

１　県土づくりの基本となる計画策定の推進

（1）平成28年内に第７回線引き見直しの都市計画変更の告示

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（2）河川整備計画及び流域水害対策計画の策定

　　入館者数　

区分

上記以外の職員

実績・進捗状況

合計

支出済額

人件費（注１）

（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）所属進行表の額を集計しているため、各計欄は一致しない場合があります。

事
業
経
費

第７回線引き見直しの取り組み
状況

　26都市計画区域（29市町）で都市計画案を縦覧し、意見書の提出を受
け、関係市町や関係機関の意見等を確認の上、都市計画決定権者の見解
（案）の作成作業を進めました。

　都市計画審議会へ都市計画決定権者の見解を報告するとともに都市計
画案を付議し、可決の答申を得た後、国との法定協議を行いました。

　国土交通大臣の同意を得た後、11月１日に、26都市計画区域の線引き
見直しに係るすべての都市計画について、変更を告示しました。

　（都市計画の変更の告示は第３・四半期に完了しました。）

常勤職員

　　　ゲリラ豪雨等による浸水被害を未然に防止するため、新セイフティリバーに基づく河川整備に取り組む。
　　また、流域の市街化が著しい境川などについて、河川管理者、下水道管理者及び流域の自治体が一体となっ
　　た、総合的な浸水被害対策に取り組みます。

 　　（河川下水道部）

配置職員数

計（人）

　 県土整備局では、総務室ほか５部の本庁組織と12出先事務所の組織が一体となって、平成28年度は、｢安全
  で安心して暮らせる、活力と魅力あふれる県土の形成を目指して」を基本方針に、事務事業を着実に推進します。

　安全で安心して暮らせる、活力と魅力あふれる県土の形成を計画的に推進するため、「第７回線引き見直し」､「流域
水害対策計画」など、個別の事業を進める上での指針や基本となる計画等の策定を推進します。

　　本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来を見据え、都市計画による線引き制度を活用し、将来の集約型
  都市構造化に備えた持続可能な都市づくりに取り組みます。

 　　（都市部）

項目　

・ 水防に関することを行っています。

・ 砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業に関することを行っています。

・ 海岸事業及び港湾事業に関することを行っています。

・ 下水道事業に関することを行っています。

・ 河川法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律等の法令に基づく許認可事務

などを行っています。

６ 建築住宅部

・ 住宅施策の総合的企画及び推進に関することを行っています。

・ 市町村公営住宅に係る指導に関することを行っています。

・ 県営住宅等の整備及び運営に関することを行っています。

・ 神奈川県住宅供給公社の経営改善の総合的な推進及び調整に関することを行っています。

・ 健康団地施策の総合的な企画、推進及び調整に関することを行っています。

・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関することを行っています。

・ 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関することを行っています。

・ 建築基準法や宅地造成等規制法等の法令に基づく指導監督を行っています。

・ 県有施設の建築工事等の予算見積り、執行計画及び進行管理に関することを行っています。

・ 出先機関の自家用電気工作物に関する保安監督などを行っています。



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（3）神奈川県住生活基本計画の改定

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　安全・安心にくらせる県土づくりの推進

（1）橋りょう耐震補強対策の実施及び大規模建築物・沿道建築物の耐震化促進

　　入館者数　

年間目標

（前年度実績） 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

　　入館者数　

年間目標

（前年度実績） 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

3 1 0 0 4

70 101 29 0 200

（2）県管理道路施設の長寿命化計画の策定

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　　入館者数　

 　　（道路部）

助成棟数
258棟

（107棟）

項目

１８橋
（９橋）

（3）総合的な土砂災害対策の推進

 　　（道路部）

項目　 実績・進捗状況

県管理道路施設（全ての横断歩
道橋）の長寿命化計画の策定

　計画素案の作成に向け、土木事務所等との調整を進めました。

  計画素案について、県民意見募集を行いました。

　県民意見募集結果を踏まえ、計画を策定しました。

　計画素案の取りまとめを行いました。

　　構造物等の維持管理を計画的に行うため、長寿命化計画の策定に取り組みます。

 　　（河川下水道部）

  　土砂災害防止施設の整備を着実に推進するとともに、危険度に関する情報を県民に的確に提供するなど、ハ
　 ード・ソフトの両面から総合的な土砂災害対策に取り組みます。

大規模建築物の耐震化促進

沿道建築物の耐震化促進

0

実績・進捗状況

神奈川県住生活基本計画の改定

　第3回（平成28年度第1回）住宅政策懇話会に向け、住宅政策の基本方
向等について現状の把握と課題分析を行いました。

　第3回・第4回（平成28年度第1回・第2回）住宅政策懇話会を開催し、
住宅政策の基本方向、県住生活基本計画の改定骨子案等について検討を
行いました。

　第5回（平成28年度第3回）住宅政策懇話会を開催し、県住生活基本計
画の改定素案等について検討しました。

　第6回（平成28年度第4回）住宅政策懇話会を開催し、県住生活基本計
画の改定案を取りまとめ、３月に改定を行いました。

 　　（建築住宅部）

　　本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来を見据え、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、県民
　 の心豊かな住生活の実現をめざし、住まい・まちづくりに関する施策の推進に取り組みます。

 　　（建築住宅部）

項目　

8 5

境川の流域水害対策計画の策定

　流域水害対策計画(案)をとりまとめ、県民意見募集を実施しました。

　県民意見募集で寄せられた意見の計画への反映について、関係市町と
の調整を進めました。

　国への申請に向けて、関係市町との調整を進めました。

　国への申請に向けて、東京都や関係市町と調整を進めてました。

　自然災害から県民の生命や財産を守るため、災害に強い県土づくりを総合的に推進します。

5 18

項目

　　大規模地震の発生に備え、橋りょうの耐震補強を進めるとともに、民間の大規模建築物や緊急輸送道路沿道
　 建築物の耐震化の促進に取り組みます。

実績

橋りょう耐震補強対策の実施

実績

事業推進のために必要となる河
川整備計画を２河川で策定
（平成30年度までに対象18河川
で策定）

　河川整備計画の策定に必要な関係機関との協議を進めました。

　関係機関との協議を引き続き行うとともに、学識者から意見聴取を行
うための河川整備計画（素案）の作成を進めました。

　河川整備計画の素案を作成し、学識経験者から意見聴取を行いまし
た。

　学識経験者の意見を反映させた計画(案)の作成は完了しました。
策定に向けて、国や農政部局と協議を行いました。

項目　 実績・進捗状況



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

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　　入館者数　

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

（5）山・川・海の連続性をとらえた「川づくり・なぎさづくり」の推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　発表基準の見直しに向けた検討業務委託を７月に契約し、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まし
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いました。

「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ま
した。

　指定を要すると見込まれる31市町村のうち、３市で調査を実施しまし
た。

　指定を要すると見込まれる31市町村のうち、３市で調査を実施しまし
た。

項目　 実績・進捗状況

土砂災害警戒区域及び特別警戒
区域（土石流）の指定を完了

　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まし
た。

　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まし
た。

　指定が完了していない10市町のうち、２町で指定が完了しました。

　指定が完了していない８市町で指定が完了しました。

　想定最大規模の降雨の検討を進め、５月25日に流域対策連絡協議会を
開催して関係市町村に説明会を行いました。

　工事を発注し、掘削に着手しました。

土砂災害特別警戒区域（急傾斜
地の崩壊）の指定に必要な基礎
調査を本格的に実施

　指定を要すると見込まれる31市町村のうち、３市で調査に着手しまし
た。

　指定を要すると見込まれる31市町村のうち、３市で調査を実施しまし
た。

　債務負担行為により昨年度発注済みの河床掘削工事（約6,500m3）を
実施しました。
また、今年度に発注する河床掘削工事の実施に向け、土砂の堆積状況を
確認するための現地調査を実施しました。

　第１四半期に実施した現地調査に引き続き、漁業協同組合との調整等
を行い、工事の設計を行いました。

     山・川・海の連続性をとらえた「川づくり・なぎさづくり」を推進するため、「酒匂川総合土砂管理プラ
　　ン｣に基づく河床掘削に取り組むほか、西湘海岸直轄事業との連携や、ダム・河川の浚渫土砂などを活用し
　　た養浜に取り組みます。

項目
年間目標

（前年度実績）

豪雨時の避難判断等に活用され
る「土砂災害警戒情報」の精度
向上を図るため、発表基準の見
直しを実施

　土砂災害警戒情報発表基準見直し検討業務委託の入札公告を行いまし
た。

酒匂川の河床掘
削の実施

約５万ｍ3
（約５万４千ｍ3）

　４万４千㎥の掘削工事が完了しました。

（4）浸水想定区域図の見直し及び「タイムライン」の整備

  　　豪雨時に迅速で円滑に避難できるよう、最大クラスの降雨を対象として浸水想定区域図の見直しに取り組む
　 ほか、相模川、酒匂川では、避難勧告の発令など、市町が取るべき措置を時系列で整理した「タイムライン」
   の整備に、市町と共同して取り組みます。

 　　（河川下水道部）

項目　 実績・進捗状況

　想定し得る最大規模の降雨の検討と、河川の氾濫により浸水する範囲
や深さ等の解析を進めました。

　河川の氾濫により浸水する範囲や深さのほか、氾濫流で家屋が倒壊す
る恐れのある区域等の解析を進めました。

相模川、酒匂川等３河川の浸水
想定区域図の見直し

　３河川の浸水想定区域図の見直しが完了し、公表を行いました。

 　　（河川下水道部）

実績

相模川、酒匂川沿川市町のタイ
ムラインの整備

　相模川では厚木市、酒匂川では小田原市のタイムラインを整備しまし
た。

　残る市町のタイムラインの整備に向けて、検討を行いました。

　タイムラインの整備に向け、対象市町に対して説明会を行い、これら
の市町と共に検討を行いました。

　出水期前のタイムラインの整備に向け、作業を行っている対象市町の
支援を行いました。



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（6）入札・契約制度の見直し

　　入館者数　

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

３　活力ある県土づくりの推進

（1）道路網の整備や有効活用

　　入館者数　

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）リニア中央新幹線の建設促進及び東海道新幹線新駅の誘致

リニア中央新幹線の建設促進及び東海道新幹線新駅の誘致に向けた取り組みを推進します。

　　公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保を目的とする改正品確法に対応し、県民の「いのち」
　 を守る地域の建設業者等及び地域の安全・安心を確保するため入札・契約制度の見直しを行います。

　指名業者選定理由等の結果を取りまとめるとともに、業界団体と意見
交換を行いました。

　指名業者選定理由等の結果を取りまとめるとともに、発注者である各
土木事務所と意見交換を行いました。

 　　（事業管理部）

項目　 実績・進捗状況

改正品確法の趣旨に即した入
札・契約制度の見直し

　国の価格率とのバランスや、中小建設業者の一層の健全育成を図るた
め、工事の最低制限価格率の見直しを行いました。

　発注の平準化に向けて、研究・検討を行いました。

　適正な工期確保のため、繰越明許設定を前倒しで行いました。

養浜の実施
約6万ｍ3

（約8万8千ｍ3）

　小田原海岸（国府津地区）で１万３千㎥の養浜工事に着手しました。

いのち貢献度指名競争入札の検
証と運用見直し

　平成27年度試行実績の集計・分析を行いました。

　指名業者選定理由等の結果を取りまとめるとともに、発注者である各
土木事務所と意見交換を行いました。

　渇水期施工等、年度を跨った工期が適している工事について、工期が
１年未満であっても債務負担行為を設定しました。

  ３つの特区の取組みや東京2020オリンピック・パラリンピックの取組みを支えるとともに、地域の活性化や利便性向
上のため、幹線道路網や鉄道網の整備を総合的に推進します。

「かながわのみちづくり計画」に基づき、インターチェンジや観光地に
アクセスする道路など、幹線道路網の整備を推進しました。

　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
に対応するための増量も含め、１万５千㎥の養浜工事を完了しました。

　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まし
た。

　年度の合計では、９海岸で約７万５千㎥の養浜を実施しました。

 　　（道路部）

項目　 実績・進捗状況

広域的な交通利便性の向上を図
る自動車専用道路網の整備や有
効活用の促進

・県や市町で構成する協議会の活動などにおいて、整備や渋滞対策の促
進などについて、国等に要望しました。
・「綾瀬スマートインターチェンジ」について、ＮＥＸＣＯ中日本や綾
瀬市と連携して、詳細設計、用地取得等を推進しました。

・７月27日に圏央道、新東名等整備促進大会を開催し、自動車専用道路
の整備促進と渋滞対策などの有効活用について、国等に要望しました。
・「綾瀬スマートインターチェンジ」について、ＮＥＸＣＯ中日本や綾
瀬市と連携して、詳細設計、用地取得等を推進しました。

・11月８日に開催した道路整備を求める神奈川県大会などにおいて、整
備の促進等を国等に要望しました。
・「綾瀬スマートインターチェンジ」について、ＮＥＸＣＯ中日本や綾
瀬市と連携して、用地取得、工事等を推進しました。

・「綾瀬スマートインターチェンジ」について、ＮＥＸＣＯ中日本や綾
瀬市と連携して、用地取得、工事等を推進しました。

地域の社会経済活動を支える幹
線道路網の整備推進

　「かながわのみちづくり計画」に基づき、インターチェンジや観光地
にアクセスする道路など、幹線道路網の整備を推進しました。

　「かながわのみちづくり計画」に基づき、インターチェンジや観光地
にアクセスする道路など、幹線道路網の整備を推進しました。

　「かながわのみちづくり計画」に基づき、インターチェンジや観光地
にアクセスする道路など、幹線道路網の整備を推進しました。



　　入館者数　

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

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（3）主要駅へホームドア等の設置

鉄道駅のホームにおける転落を防止し、鉄道輸送の定時性を確保するため、主要駅へホームドア等の設置を推進します。

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（4）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

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、スポーツ局と連携して必要な準備を進めます。

　７月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会」の総会を開
催し、８月にＪＲ東海等へ要望活動を実施しました。

　11月に国の関係機関等に要望活動を実施しました。

　１月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会」「神奈川県
東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会」「相模線複線化等促進期成同盟
会」の３期成同盟会共催で講演会を開催し、県民理解の促進を図りまし
た。

リニア中央新幹線の事業用地取
得への支援

　各鉄道事業者におけるホームドア設置事業の進捗状況について、確認
を行いました。

 　　（都市部）

 　　（都市部）

項目　 実績・進捗状況

　５月に「ホームドア設置促進連絡調整会議」を開催し、計画的な設置
に向けた取り組みを実施しました。

　11月にＪＲ東海や関係者に対して要望活動を行いました。また、「神
奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会」の幹事会を開催し、平成
28年度の取組に関する意見交換を行いました。

　３月に「神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会」の担当者会
議を開催し、平成28年度の活動報告や、平成29年度の事業計画の検討を
行いました。

項目　 実績・進捗状況

ホームドアの設置　目標 横浜駅
(相鉄線)､菊名駅(東急東横線)他

東海道新幹線新駅の誘致に向け
た取り組みの推進

　５月に「神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会」の総会を開
催し、平成28年度の事業計画を決定するとともに、ＪＲ東海に対して要
望活動を行いました。

　８月にＪＲ東海や関係者に対して要望活動を行いました。

リニア中央新幹線の建設促進に
向けた取り組みの推進

　６月にリニア中央新幹線沿線同盟会の総会を開催し、国の関係機関に
要望活動を行うなど、建設促進に関する取り組みを実施しました。

　11月に「ホームドア設置促進連絡調整会議部会」を開催するととも
に、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じて、鉄道事業者に要望を行
い、ホームドアの設置促進に向けた取組みを実施しました。

　１月に「ホームドア設置促進連絡調整会議」を開催し、国の「駅ホー
ムにおける安全性向上のための検討会」中間とりまとめの内容や、鉄道
事業者による今後の対応について、情報共有を行いました。
　３月までに、本年度の補助対象４駅の内、横浜駅（相鉄線）、菊名
駅、日吉駅（東急東横線）について、ホームドアの設置が完了しまし
た。

　４～６月にかけて、ＪＲ東海との用地連絡会議を計11回開催し、事業
用地取得に向けた取り組みを実施しました。
　４～６月にかけて、相模原市緑区の小倉地区において、ＪＲ東海とと
もに、小倉地区対策委員会住居農地移転分科会を開催しました。

　７～９月にかけて、ＪＲ東海等との用地連絡会議を計11回開催し、事
業用地取得に向けた取組みを実施しました。
　９月に相模原市緑区の小倉地区において、ＪＲ東海等とともに、用地
説明会を開催しました。

　10月～12月にかけて、ＪＲ東海等との用地連絡会議を計11回開催し、
事業用地取得に向けた取組みを実施しました。

　１～３月にかけて、ＪＲ東海等との用地連絡会議を計11回開催し、事
業用地取得に向けた取組みを実施しました。



　　入館者数　

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

（5）道路案内標識の表記改善

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

４　地域の特性を生かした魅力ある地域づくり

（1）ツインシティまちづくりの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（2）市街地の土地の高度利用と都市機能の更新

東海道新幹線新駅の受け皿とな
るツインシティのまちづくりを
推進

　平塚市大神地区については、土地区画整理事業等への支援を行い、ま
た、寒川町倉見地区については、まちづくり検討への支援を行いまし
た。

　平塚市大神地区については、地区内の交通計画に係る検討を進めるな
ど、土地区画整理事業等への支援を行いました。

　第７回線引き見直しの告示（11月１日）を受けて、寒川町倉見地区に
おける具体的なまちづくりの検討への支援を行いました。

項目　 実績・進捗状況

江の島周辺における県管理道路
関係のバリアフリー対策調査等
の実施

　バリアフリー対策調査など、業務委託の発注に向けた準備を進めまし
た。

　バリアフリー対策調査など、業務委託の発注手続きを進めました。

　バリアフリー対策調査など、業務委託を発注しました。

　バリアフリー対策調査など、業務委託を完了しました。

 　　（道路部）

項目　

箱根・湯河原地区における表記
改善の推進

　表記改善の内容について、関係機関との調整を進めました。

　表記の改善のための、工事の発注準備を進めました。

　表記の改善のための、工事を発注しました。

　平成28年度の工事が完成し、表記改善を推進しました。

　平塚市大神地区については、交流型情報ステーション整備に係る検討
を進めるなど、土地区画整理事業等への支援を行いました。また、寒川
町倉見地区については、引き続き、まちづくり検討への支援を行いまし
た。

  地域の特性を生かし、良好な市街地整備、快適な居住環境の整備及び健全な都市機能の更新などを総合的に推
 進します。

　　 東海道新幹線新駅の受け皿となるツインシティのまちづくりを推進します。

 　　（都市部）

     市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進します。

　江の島大橋の３車線化による渋滞対策の実施に向けて、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するとと
もに、設計委託業務の発注に向けた準備を進めました。また、工事実施
にあたり、国の交付金を活用するため、国土交通省等に、事業採択及び
予算確保に向けて要望活動を実施しました。

　江の島大橋の３車線化工事の実施に向けて、９月補正予算で計上した
江の島大橋改良工事設計費により、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ま
した。また、国への要望活動の結果、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、11月補正予算として第３回県議会定例会で議
決されました。

 　　（道路部・河川下水道部）

項目　 実績・進捗状況

競技会場となる江の島への唯一
のアクセス道路となる江の島大
橋について渋滞対策の検討

　江の島大橋における渋滞の状況を把握するため、ゴールデンウィーク
に交通量調査を実施しました。その結果を踏まえて、島内への流入車線
を１車線増やす３車線化による渋滞対策の実施について、方針決定しま
した。

　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ました。

実績・進捗状況

　　 道路案内標識の表記について、来訪する外国人にも分かりやすいものとなるよう、「英語表記の改善」や、
  「観光地表記」を推進します。



　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

（3）安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（4）「新たな観光の核づくり」と「地域の活性化」の推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（5）都市公園利用者数の増加

　　入館者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

（6）三浦半島国営公園誘致の推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　庁内関係部局や関係13市町で構成する推進会議において、海水浴場の
ルール・マナー遵守のキャンペーンを実施するとともに、協議会等が主
体となり、海水浴場ルールの遵守状況等を確認するパトロールを行いま
した。

　推進会議において、海水浴場ルールによる取組やルール遵守・マナー
向上のキャンペーンなどの実施状況を検証するとともに、今シーズンに
おいて課題となった事項等について、意見交換し情報共有を図りまし
た。

　平成29年度版の海水浴場ルールに関するガイドラインを策定するとと
もに、海水浴場ルールの遵守の実効性をさらに高めるため、ルール違反
したことにより占用許可を取消された場合等における海の家は、翌年度
以降の一定期間、海の家の占用許可を受けられないこととする改正につ
いて検討しました。

     「新たな観光の核づくり」と「地域の活性化」につながる取り組みを推進します。

 　　（都市部）

　　都市公園の更なる利用促進のため、公園施設の機能保全や充実、高速道路のネットワークを活かした広域か
   らの集客や指定管理者の創意工夫などにより利用者数の増加に取り組みます。

　三浦半島国営公園設置促進に関する要望活動やＰＲ活動を行いまし
た。

     三浦半島国営公園誘致の取り組みを地元市町と連携して推進します。

 　　（都市部）

｢三浦半島国営公園設置促進期成
同盟会｣の臨時総会を開催し､国
等に要望を実施

項目 年間目標
（H21～H26平均）

実績

都市公園利用者数の増加

実績

市街地再開発事業
１事業完成

（１事業完成） - １事業完成 - - １事業完成

 　　（都市部）

項目
年間目標

（前年度実績）

1339万人

     安全・安心で個性と魅力ある海岸づくりに地元の市町など関係者と連携して取り組みます。

 　　（河川下水道部）

地域における海水浴場ルールの
策定の支援や、海水浴場ルール
の遵守を海の家の占用許可条件
とするなど、快適でにぎわいの
ある海岸づくりを推進

　庁内関係部局や関係市町で構成する推進会議において、ルール遵守・
マナー向上のキャンペーンやパトロールの実施方針について、検討を行
うとともに、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ました。

大磯城山公園(旧吉田茂邸地区)
の完成､山北つぶらの公園(仮称)
の一部開園

　旧吉田茂邸の再建工事が完成しました。

414万人

　三浦半島国営公園設置促進期成同盟会総会を開催しました。

項目　 実績・進捗状況

項目　 実績・進捗状況

項目　

　大磯城山公園（旧吉田邸地区）のバリアフリ―園路など、公園の整備
を進めました。

　山北つぶらの公園の主園路など、公園の整備を進めました。

　日本庭園などを含め、大磯城山公園（旧吉田茂邸地区）の工事が完成
しました。
　また、山北つぶらの公園を一部開園しました。

 　　（都市部）

実績・進捗状況

　三浦半島国営公園設置促進に関するＰＲ活動を行いました。

　三浦半島国営公園設置促進期成同盟会幹事会を開催しました。

385万人 303万人 237万人1,300万人
（約1,200万人）



（7）三浦半島地域を魅力ある地域とするための基盤づくりとして、交通活性化の推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（8）県営団地を「健康団地」として再生する取り組みの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

５　県土整備行政のアピール、職員が生き生きと活躍できる職場の環境づくり

（1）広く県民にアピールするための取組みの推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（2）若手職員が生き生きと活躍できる職場の環境づくりの推進

実績・進捗状況

県民交流事業やインターネット
の活用など、県土整備行政をア
ピールする取組みを推進

　県民交流事業の実施に向けて、各土木事務所等に対する説明会を開催
したほか、「かながわ県土チャンネル（Youtube）」に、県立都市公園
のプロモーション動画を作成･公開しました。

　第３、第４四半期に実施予定の交流事業に関する広報を行いました。

　総務室及び５か所の土木事務所等において、県民交流事業の一環とし
て現場見学会やふれあいまつりを実施し、公共事業に対する理解促進を
図りました。

　総務室及び２か所の土木事務所等において現場見学会を実施し、公共
事業に対する理解促進を図りました。

項目　 実績・進捗状況

     三浦半島地域を魅力ある地域とするための基盤づくりとして、交通の活性化に取り組みます。

 　　（都市部）

　　 平成26年度に設置した「県土整備のアピール力向上プロジェクトチーム」の提案を踏まえ、県土整備行政を
　 広く県民に、効果的にアピールする取組みを推進します。

　　若手職員の育成や「イクボス宣言」の実現により、職員が生き生きと活躍できる職場の環境づくりを推進し
   ます。

 　　（総務室）

項目　

空き住戸を活用した、支えあい
活動の拠点等の整備（２団地）
を含む健康団地づくりを推進

・今年度の「空き住戸活用」対象団地の団地自治会と活動内容等の協議
を開始しました。
・公共住宅課のホームページに、健康団地情報”Do the 健康団地”
コーナーを設け、適時、各団地の取組状況等を発信しました。

・団地自治会と調整し、団地住民の支え合い活動の拠点として、空き住
戸を改修整備しました。（川上第一団地、今宿第二団地）

三浦半島交通活性化プログラム
の策定

　４月にコアメンバー会議を開催し、本プログラムの策定に向けた、取
り組みを実施しました。

　８月に交通活性化の施策の中心となるプログラム（案）を作成しまし
た。

　本プログラムを活用するための関係者協議会の設置に向けて、11月に
コアメンバー会議を開催しました。

　本プログラムを活用するため、３月に「三浦半島交通活性化協議会」
を設立し、第１回協議会を開催しました。

　　県営住宅を高齢者が健康で安心して住み続けられ｢健康団地｣として再生する取り組みを推進します。

 　　（建築住宅部）

　県土整備行政をアピールする取組みを推進するとともに、若手職員の育成や「イクボス宣言」を推進することによ
り、職員が生き生きと活躍できる職場の環境づくりに取り組みます。

・引き続き、「空き住戸活用」対象団地の団地自治会と、整備する交流
拠点(空き住戸）で取り組む支え合い活動の内容等について、関係機関
(地元市等）とも連携しながら協議しました。
・なお、すでに「健康団地づくり」に取り組んでいる横須賀市の「浦賀
かもめ団地」が、その取組みを評価され、「第５回健康寿命を延ばそ
う！アワード」の《介護予防・高齢者生活支援》厚生労働大臣　団体部
門優秀賞を受けました。

項目　 実績・進捗状況

「空き住戸活用」対象団地の団地自治会と、整備する交流拠点(空き住
戸）で取り組む、支え合い活動の内容等について協議しました。



　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（3）若手技術職員の技術力向上の取り組みを推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（4）仕事の進め方等の職員の意識改革に向けた取組みを推進

　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

６　不祥事防止対策の推進

　加重収賄等事件が発生したことを受け、再発防止策を検討・実施し、局をあげて法令順守意識の醸成と定着
 に取り組みます。

     平成27年７月に策定された「行政改革大綱」に基づき、仕事の進め方等の職員の意識改革に向けた取組み
　　を実施します。

 　　（総務室）

　　若手技術職員の技術力を高めるための取り組みを推進します。

 　　（都市部）

項目　 実績・進捗状況

技術達成目標を設定し、習熟度
を確認する取り組みを引き続き
実施

　６月に開催した「県土整備の技術施策推進検討会議」において、人材
育成推進員である事務所の工務部長等と今年度の実施方針について意見
交換や調整を行いました。

　新規採用職員や新任工事監督員（土木職19名、建築職１名、機械職１
名）を対象に、技術達成目標設定シートを活用した技術力向上の取り組
みを開始しました。

　設定シートを活用して、目標設定と、助言・指導などの取り組みを引
き続き進めました。

　人材育成推進員が対象者に対し、設定シートの達成度の確認や助言、
指導を行いました。

項目　 実績・進捗状況

｢議論の場｣の開催などを通じ、
仕事の進め方等を含めた職員の
気づきの機会の提供

　職員の気づきの機会の提供として、4月から6月にかけて、局内の各所
属において、全ての職員が同一の視聴覚教材を視聴し、その教材に関す
るグループワークを実施しました。
　また、局長と中堅職員の意見交換の場として、5月に局長と主査級職
員との意見交換会を実施しました。

　議論の場実施に向けて計画を行いました。

　局内各所属の主幹・技幹級以下の職員を対象に、10月に県土整備局開
催の議論の場を実施しました。

　「『県土整備局版ワークスタイル』の取組」を策定し、県民サービス
の向上に向けた、仕事の進め方等の見直しを実施しました。

若手職員の育成を目的とした、
本庁・出先相互の業務体験機会
の提供や、子育てや介護をしな
がら、職員が生き生きと活躍で
きる職場の環境づくりの実現

　本庁・出先相互の業務を体験させる県土整備局「局内お試しトレー
ド」の実施要綱を策定しました。
　また、「イクボス宣言」の実現による、職員が生き生きと活躍できる
職場の環境づくりの推進について、幹部会議の場を活用し説明しまし
た。

　本庁・出先相互の業務を体験させる県土整備局「局内お試しトレー
ド」を実施しました。
　また、「イクボス宣言」の実現による、職員が生き生きと活躍できる
職場の環境づくりの推進について、局内の管理監督者を対象とした研修
の場を活用し説明しました。

　本庁・出先相互の業務を体験させる県土整備局「局内お試しトレー
ド」について、次年度の実施の参考とするため、参加者及び受入所属に
対してアンケート調査を実施しました。

　「イクボス宣言」や新たに策定した「『県土整備局版ワークスタイ
ル』の取組」により、職員が生き生きと活躍できる職場の環境づくりの
推進に取り組みました。

 　　（総務室）

項目　 実績・進捗状況



　　入館者数　

第１・四半期

第２・四半期

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

服務規律の確立と徹底のための
研修や職員との個別面談などの
実施

　職員あてパソコンメッセージにより事故防止の注意喚起を行ったほ
か、4月に局内の管理監督者を対象とした不祥事防止研修を実施しまし
た。
　また、各所属において職員との個別面談を実施しました。

　職員あてパソコンメッセージにより事故防止の注意喚起を行ったほ
か、７月に局内の管理監督者を対象とした不祥事防止研修を実施しまし
た。

　職員あてパソコンメッセージにより事故防止の注意喚起を行ったほ
か、11月に局内の管理監督者を対象とした不祥事防止会議を行いまし
た。

 　　（総務室）

項目　 実績・進捗状況

　職員あてパソコンメッセージにより事故防止の注意喚起を行いまし
た。

局長評価

　江の島大橋の交通量調査に基づき、３車線化による渋滞対策を方針決定するなど、
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るとともに、旧吉
田茂邸の再建工事が完成するなど「新たな観光づくり」と「地域の活性化」につなが
る取り組みを推進しました。
　また、職員あてパソコンメッセージにより事故防止の注意喚起を行ったほか、4月に
局内の管理監督者を対象とした不祥事防止研修の実施及び各所属において職員との個
別面談を実施することで、法令順守意識の醸成と定着に取り組みました。

　圏央道・新東名等整備促進大会及びリニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会
総会を開催して、幹線道路網や鉄道網の整備に向けた取組みを推進するとともに、三
浦半島国営公園設置促進期成同盟会総会を開催するなど、地域の特性を生かした魅力
ある地域づくりへの取組みを推進しました。
　また、県管理道路施設（全ての横断歩道橋）の長寿命化計画の素案の取りまとめを
行うなど、県民の生命や財産を守る災害に強い県土づくりに向けて取組みを推進しま
した。

　持続可能な都市づくりに向けた第７回線引き見直しについて、11月に90の都市計画
の変更の告示を行い、県土づくりの基本となる計画策定を推進しました。
　また、「浦賀かもめ団地」で進めている「健康団地づくり」の取組みが、「第５回
健康寿命を延ばそう！アワード」の《介護予防・高齢者生活支援》厚生労働大臣　団
体部門優秀賞を受賞するなど、健康団地づくりによる地域の特性を生かした魅力ある
地域づくりへの取組みを推進しました。
　さらに、総務室及び５か所の土木事務所等において、県民交流事業の一環として現
場見学会やふれあいまつりを実施することにより、公共事業に対する理解促進を図
り、県土整備行政をアピールする取組みを推進しました。

　日本庭園などを含め、大磯城山公園（旧吉田茂邸地区）の工事完成及び山北つぶら
の公園を一部開園など「新たな観光の核づくり」と「地域の活性化」につながる取組
みを推進しました。
　また、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（土石流）の指定未完了の８市町におけ
る指定が完了し、相模川・酒匂川等３河川の浸水想定区域図の見直しが完了し公表す
ることなど、危険度に関する情報を的確に提供する取組みを推進するとともに、４万
４千㎥の酒匂川河床掘削工事が完了することなど災害に強い県土づくりを総合的に推
進しました。
　さらに、本年度の補助対象４駅の内、横浜駅（相鉄線）、菊名駅、日吉駅（東急東
横線）について、ホームドアの設置が完了するなど鉄道輸送の定時性を確保する取組
みにより地域の活性化や利便性向上をはかり、活力ある県土づくりを総合的に推進し
ました。



　「3 活力ある県土づくりの推進」に係る諸事業としては、道路整備を求める各種促
進大会の開催、リニア中央新幹線建設推進に向けての要望活動・用地連絡会議・用地
説明会の実施、横浜駅（相鉄線）・菊名駅・日吉駅（東急東横線）のホームドア設置
完了、江の島周辺県管理道路のバリアフリー対策調査業務委託の完了、外国人にも分
かりやすくするための道路案内標識表記改善工事などを行いました。
　「4 地域の特性を生かした魅力ある地域づくり」に係る諸事業としては、ツインシ
ティまちづくりの推進に向けた土地区画整理事業への支援、海水浴場のルール・マ
ナー遵守のキャンペーン、海水浴場ルールに関するガイドライン策定及び占有許可条
件の改正、大磯城山公園完成、山北つぶらの公園一部開園、三浦半島交通活性化のた
めのプログラム策定などを行いました。

連絡先（電話番号） 045-210-6078

　「5 県土整備行政のアピール、職員が生き生きと活躍できる職場の環境づくり」に
係る諸事業としては、現場見学会やふれあいまつりによる県民交流活動の実施、
Youtube（かながわ県土チャンネル）に県立都市公園のプロモーション動画を投稿、若
手職員の育成・組織活性化のための「局内お試しトレード」、各種研修及び意見交換
会などを行いました。
　「6 不祥事防止対策の推進」に係る諸事業として、不祥事防止管理監督者研修実
施、局全職員に対して不祥事防止研修及び個別面談などを実施しました。
　こうした諸事業に本庁組織・出先機関が一丸となって取り組むことにより、重点取
組を着実に推進し、概ね目標や計画に沿った成果を上げることができました。

局長評価

　県土整備局では、「1 県土づくりの基本となる計画策定の推進」、「2 安全・安心
にくらせる県土づくりの推進」、「3 活力ある県土づくりの推進」、「4 地域の特性
を生かした魅力ある地域づくり」、「5 県土整備行政のアピール、職員が生き生きと
活躍できる職場の環境づくり」、「6 不祥事防止対策の推進」を重点取組目標に掲
げ、諸事業に取り組みました。
　「1 県土づくりの基本となる計画策定の推進」に係る諸事業としては、都市計画法
に基づく区域区分の変更（第７回線引き見直し）に係るすべての都市計画の変更の告
示、流域水害対策計画案の作成及び国との調整の完了、住宅政策懇話会の４回開催及
び住生活基本計画の改訂などを行いました。
　「2 安全・安心にくらせる県土づくりの推進」に係る諸事業としては、橋りょう耐
震補強対策の実施、横断歩道橋に係る長寿命化計画策定、土砂災害警戒区域及び特別
警戒区域（土石流）の指定完了、３つの河川の浸水想定区域図の見直し、豪雨時の市
町が行うべき措置を時系列整理した「タイムライン」等における厚木市・小田原市分
の整備、酒匂川の河床掘削及び海岸での養浜などを行いました。

総合評価


