
局名 部名

県土整備
局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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、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３月３１日）

所
属 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f507

/

所属のホームページ

横浜川崎治水事務所川崎治水セ
ンター

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

当事務所では、川崎市内の県が管理する河川、急傾斜地、公園

等の土木施設の維持管理や改良工事等の土木事業を実施してい

るほか、河川法、急傾斜地法、都市公園法に基づく許認可事務及

び土砂処理に関する事務、土砂災害警戒区域の指定を行ってい

ます。

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 18 18 18 18

上記以外の職員 2 3 3 4

計（人） 20 21 21 22

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 2,227,556 5,874 128,315 78,258 170,130 1,825,412 2,207,989

維持管理費 90,952 15,148 18,047 18,167 51,362

計 2,318,508 21,022 146,362 96,424 118,768 1,825,412 2,207,989

51,689 36,306 52,848 36,473 177,316

72,711 182,668 149,272 155,241 1,825,412 2,385,305

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



Ⅳ　業務実施状況

１　河川事業、急傾斜地事業、公園事業（数字で表されるもの）

①　河川事業

      矢上川及び鶴見川等において河川改修・維持管理工事等を実施する。

契約件数 執行額
(千円)

18

(3)

15

7

9

(3)

49

(6)

（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

②　急傾斜地事業

      川崎市内において、急傾斜地崩壊対策工事の実施や土砂災害防止法に基づ

     く指定等を実施する。

契約件数
執行額
(千円)

4

(1)

5

12

2

(1)

23

(2)

（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

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 1,794,969
一級河川矢上川地下調節池中間立坑本体工事のコ
ンクリート打設を実施した。

第４・四半期 50,586
一級河川矢上川地下調節池中間立坑本体工事が完
了した。

累計 1,911,873

第２・四半期 10,975
一級河川矢上川地下調節池中間立坑本体工事のコ
ンクリート打設を実施した。

第３・四半期 55,343
一級河川矢上川地下調節池中間立坑本体工事のコ
ンクリート打設を実施した。

第２・四半期 35,903
急傾斜地崩壊防止工事を契約したほか、５箇所の測量調査の
契約を行い、事業の推進を図った。

第３・四半期 74,579
急傾斜地崩壊防止工事と改良工事を契約したほか、測量、地
質調査の契約を行い、事業の進捗を図った。また、施設の長
寿命化を検討するための基礎調査を契約した。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 7,860

急傾斜地崩壊防止工事の実施に向け、ゼロ県債などに
より３箇所の調査を推進した。また、梅雨時を控え、
がけ崩れ等の土砂災害を未然に防ぐため、土砂災害防
止パトロールと補修工事を実施した。

第４・四半期 81,476
急傾斜地崩壊防止工事、改良工事の完成のほか、事業
実施要望について調整を進めた。また、土砂災害防止
法に基づく基礎調査業務の契約をした。

累計 199,818



③　公園事業
      東高根森林公園において、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)

3

(0)

3

7

1

14

(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

２　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの） 

許可･届出
件数

41

63

23

44

17

16

24

10

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 46,724
指定管理者と年度契約を締結した。また駐車場整備工
事などの実施に向け、２箇所で調査を実施した。

第４・四半期 22,163
法面工、木桟道改修工事のほか、園内測量業務を完成
した。また、次年度の指定管理業務実施計画につい
て、指定管理者との調整を行った。

累計 151,163

第２・四半期 30,634
木桟道改修工事の契約のほか、維持管理工事の契約を
した。また、法面工の発注に向けた調整を進めた。

第３・四半期 51,642
法面工、木桟道改修工事(2期)の契約のほか、駐車場用
地の譲与申請に要する登記図面の作成、外周２項道路
の測量調査を契約した。

　河川法・急傾斜地法・都市公園条例等に基づく行為許可・占用許可等、土砂条例に基づく埋立許
可・届出等の許認可事務、河川等の境界確定・証明等財産管理事務及びそれらの事前相談に対応す
る。

区分 時期 実績・進捗状況

河川法関係

第1・四半期
河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行うほか、河川
の適正な維持管理を図るため、管内河川のパトロールを実施
した。

第2・四半期
河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行うほか、河川
の適正な維持管理を図るため、管内河川のパトロールを実施
した。

第3・四半期
河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行うほか、河川
の適正な維持管理を図るため、管内河川のパトロールを実施
した。

第4・四半期
河川占用許可、河川保全区域内工事許可等を行うほか、河川
の適正な維持管理を図るため、管内河川のパトロールを実施
した。

急傾斜地法
関係

第1・四半期
急傾斜地崩壊危険区域内行為にかかる許可等を行うほか、土
砂災害の未然防止を図るため、警察・消防・川崎市関係各課
等関係機関とともに合同パトロールを実施した。

第2・四半期
急傾斜地崩壊危険区域内行為にかかる許可等を行うほか、土
砂災害の未然防止を図るため、管内区域のパトロールを実施
した。

第3・四半期
急傾斜地崩壊危険区域内行為にかかる許可等を行うほか、土
砂災害の未然防止を図るため、管内区域のパトロールを実施
した。

第4・四半期
急傾斜地崩壊危険区域内行為にかかる許可等を行うほか、土
砂災害の未然防止を図るため、管内区域のパトロールを実施
した。



27

29

27

25

28

16

15

10

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

土砂条例関
係

第1・四半期
建設発生土の処分の適正化を図るため、関係機関と合同で建
設発生土監視パトロールを実施した。

第2・四半期
建設発生土の処分の適正化を図るため、関係機関と合同で建
設発生土監視パトロールを実施した。

第3・四半期
建設発生土の処分の適正化を図るため、関係機関と合同で建
設発生土監視パトロールを実施した。

第4・四半期
建設発生土の処分の適正化を図るため、関係機関と合同で建
設発生土監視パトロールを実施した。

その他公園
・財産関係

第1・四半期
東高根森林公園内における占用許可、公園内における行為許
可を行うほか、河川等の境界証明等を行った。

第2・四半期
東高根森林公園内における行為許可等を行うほか、河川等の
境界証明等を行った。

第3・四半期
東高根森林公園内における行為許可等を行うほか、河川等の
境界証明等を行った。

第4・四半期
東高根森林公園内における行為許可等を行うほか、河川等の
境界証明等を行った。

連絡先（電話番号） ０４４（９３２）７２１１

所属長評価

第１・四半期

　昨年度からの継続工事の着実な推進に努めた。また、災害
時の緊急工事等については、地元建設業者との協力関係が不
可欠であることから、地元建設業者を会員とする神奈川県工
事対策協議会と意見交換を行い、災害時の迅速な対応につい
て改めて協力依頼を行った。

第２・四半期

平成２８年度当初予算に係る工事等について、早期発注に努
め、着手工事の順調な進捗を図った。
　また適正な許認可手続きに努めるとともに、河川等のパト
ロールを実施し事故等の未然防止に努めた。

第３・四半期

　平成２８年度当初予算に係る工事等について着手した工事
の順調な進捗を図るとともに、管理河川や東高根森林公園を
対象に施設点検パトロールを行った。
　また、神奈川県工事対策協議会会員等の参加を得て、情報
伝達訓練を中心とした災害対策訓練を実施した。

第４・四半期

　平成２８年度当初予算に係る工事等について、引き続き順調な進
捗を図り、執行した。殊に、平成２５年度から進めてきた、一級河
川矢上川地下調節池中間立坑本体工事が完了したことは大きな成果
であった。
　また、適正な認可手続きに努めるとともに、引き続き河川パト
ロールを実施し、事故等の未然防止に努めた。

総合評価
　平成２８年度当初予算に係る工事等について概ね計画的な
発注を行った。また、適正な許認可手続きに努めると共に河
川等のパトロールを実施し、事故等の未然防止を図った。


