
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

室・課（出先機関は所属）名

平塚土木事務所 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f645/

所属のホームページ

第１号様式
所属進行表

平塚土木事務所では、道路、河川、砂防、海岸、港湾、公園等の都市基盤の整備や管理に関する事

業を実施しているほか、都市計画法、建築基準法、道路法、河川法に基づく許認可事務等を行ってい

ます。

県道603号道路整備工事

（分かれ道交差点付近）

所属進行表

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 86 86 86 86

上記以外の職員 17 16 16 17

計（人） 103 102 102 103

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 5,749,680 674,801 1,121,281 1,508,539 1,477,660 967,399 5,749,680

維持管理費 19,273 3,480 5,425 4,516 4,157 1,695 19,273

計 5,768,953 678,281 1,126,706 1,513,055 1,481,817 969,094 5,768,953

242,715 164,424 250,067 168,478 825,683

920,996 1,291,130 1,763,122 1,650,295 969,094 6,594,637

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f645/


Ⅳ　業務実施状況

１　都市基盤の整備・管理に関する調査・工事　（数字で表せるもの）

① 都市基盤の新設・改良

契約件数 執行額(千円)

21
(2)

21 333,040

34 1,016,743

11 155,147

87
(2)

(注) 契約件数括弧内の件数は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数  

　バイパス道路の新設や既存道路の拡幅改良、河川の堤防や砂防堰堤の整備等を実施しています。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 480,365

　建設中の新東名高速道路伊勢原北IC（仮称）に
接続する県道603号（上粕屋厚木）の道路整備工
事を進めるとともに、本年６月20日には土地収用
法に基づく事業認定告示がなされました。
　また、不動川の護岸工事を６月に完成させると
ともに、秦野市南矢名（瓜生野地区）の急傾斜地
崩壊対策工事等を進めました。

第２・四半期

　県道603号（上粕屋厚木）の道路整備工事を進
めるとともに、県道63号（相模原大磯）の吾妻橋
架替工事や県道705号（堀山下秦野停車場）の道
路整備工事などを発注しました。
　また、大磯港海岸において、津波避難タワーの
工事を開始するとともに、高橋沢の渓流保全工事
等を進めました。

第３・四半期

 県道603号（上粕屋厚木）の道路整備工事、県道
63号（相模原大磯）の吾妻橋架替工事などを進め
るとともに、県道705号（堀山下秦野停車場）の
道路整備では２期工区の事業に着手しました。
 また、不動川や金目川において、護岸工等の改
修工事を進めました。

第４・四半期

　県道603号（上粕屋厚木）の道路整備工事、県
道63号（相模原大磯）の吾妻橋架替工事及び県道
705号（堀山下秦野停車場）２期工区の道路整備
などを進めました。
　また、不動川や金目川の護岸工事を３月に完成
させるとともに、渋田川や谷戸岡沢において、渓
流保全工等を進めました。

累計 1,985,295



② 都市基盤の維持・管理　

契約件数 執行額(千円)

204
(5)

206 393,993

142 715,918

152 255,808

704
(5)

(注) 契約件数括弧内の件数は、内数でゼロ県債等債務負担行為の件数  

２　事業用地の取得（数字で表せるもの）

　　関係地権者と交渉し、都市基盤の整備・管理に必要な事業用地を取得しています。

契約件数 執行額(千円)

7 150,942

33 440,601

14 100,405

10 423,061

64 1,115,009

　傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定、河川堤防の除草や港湾施設の補修等の維持・管理を実施していま
す。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 524,413

　道路施設を良好な状態に保つ道路の舗装工事や
歩道の補修工事、横断歩道橋の塗装工事を実施
し、安全・安心な道路環境の確保を図りました。
　また、河川の除草や修繕工事を実施したほか、
大磯海岸において、海水浴場利用者のために砂浜
を整地する作業を実施するとともに、平塚海岸に
おいて、海岸通路の補修等を実施しました。

第２・四半期

　道路の舗装工事や歩道の補修工事、街路樹の剪
定を実施して安全・安心な道路環境の確保を図る
とともに、道路照明のLED照明灯への転換を実施
して省エネルギー化を進めました。
　また、河川の除草や修繕工事等を実施したほ
か、葛川において、台風等の波浪により堆積した
河口部の土砂の撤去等を実施しました。

第３・四半期

　道路の舗装工事や歩道の補修工事を進めるとと
もに、災害対応力の強化を図る橋りょう・トンネ
ルの耐震補強や道路法面の土砂崩落対策、無電柱
化を推進する工事を発注しました。
 また、鈴川において護岸補修工を、金目川にお
いて根固工等を進めました。また、大磯海岸・二
宮海岸において養浜工を実施しました。

第４・四半期

　道路施設を良好な状態に保つため、道路の舗装
工事や歩道の補修工事、大型標識の点検などを進
めるとともに、橋りょう・トンネルの耐震補強や
道路法面の土砂崩落対策、無電柱化を推進する工
事を実施し、災害対応力の強化を推進しました。
　また、金目川や鈴川等で河床掘削等を、日向川
において、伐採工を実施しました。

累計 1,890,132

第４・四半期
金目川等７箇所で789㎡の用地取得及び物件等補
償を行いました。

累計

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 県道603号（上粕屋厚木）等4箇所で967m2の用地取
得及び物件等補償を行いました。

第２・四半期 湘南新道等12箇所で3,235m2の用地取得及び物件等
補償を行いました。

第３・四半期 湘南新道等7箇所で448m2の用地取得及び物件等補
償を行いました。



３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの） 

時期 事前相談件数 許可･届出件数

第１・四半期 96 32

第２・四半期 86 43

第３・四半期 89 31

第４・四半期 84 40

第１・四半期 37 693

第２・四半期 23 682

第３・四半期 32 670

第４・四半期 20 524

第１・四半期 709

第２・四半期 991

第３・四半期 1,188

第４・四半期 1,618

7,221

建築基準法等関
係

違反建築を未然に防止するため、建築パトロール
を実施しました。

既存建築物立入等調査を実施したほか、伊勢原市
消防本部と連携して防災査察を実施しました。

違反建築物を未然に防ぐため、常時及び全国一斉
の建築パトロールを実施しました。

違反建築物を未然に防ぐため、建築パトロールを
実施しました。また、既存建築物立入調査を実施
したほか、伊勢原市消防本部と連携して防災査察
を実施しました。

その他道路法河
川法等関係

土砂災害を未然に防止するため、管内３市２町の
急傾斜地崩壊危険区域及び砂防指定地(34箇所)の
土砂災害防止パトロールを実施しました。

大磯海水浴場を安心して利用できるよう、湘南地
域県政総合センター、警察署及び大磯町等と連携
して協議会を設置し、大磯海水浴場ルールを作成
(一部改定)し、同ルールに基づく海水浴場パト
ロールを３回実施しました。

屋外広告物の不適正な掲出を是正するために、地
域の皆様や関係団体等の協力を得て、違反屋外広
告物除却活動を行いました。

道路や河川占用許可に係る更新作業等の許認可・
財産管理業務を実施しました。

累計

(注)　建築基準法等関係には、みんなのバリアフリーまちづくり条例等、建築物に係る法令に関するも
のを含みます。

　都市計画法、建築基準法に基づく開発行為の許可や建築確認を行うとともに、それらの事前相談に対
応しています。その他、道路法、河川法等に基づく占用許可、敷地の境界確定等の許認可事務を行って
います。

区分 実績・進捗状況

都市計画法関係

大雨による災害防止のため、宅地造成現場のパト
ロールを実施しました。

台風等による災害防止のため、宅地造成現場のパ
トロールを実施しました。

台風等による災害防止のため、宅地造成現場のパ
トロールを実施しました。

違反行為の早期発見と実態把握のため、開発現場
のパトロールを実施しました。



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

所属長評価

・新東名高速道路伊勢原北IC（仮称）に接続する県道603号（上粕屋厚
木）整備事業について、新東名高速道路の開通目標である平成30年度に向
けて、国土交通省や中日本高速道路(株)と調整を図りながら事業の進捗を
図るとともに、護岸工事や急傾斜地崩壊対策工事を進めるなど、都市基盤
整備の推進を図りました。
・また、道路や河川、海岸など、管理施設の適切な維持管理に努めまし
た。
・地元の建設業協会や測量設計業協会などとの意見交換を行い、大規模地
震などの災害時に備え連携強化に努めました。
・適切に許認可手続きを行うよう取り組み、災害の未然防止等のため、建
築パトロール、土砂災害防止パトロールや宅地造成パトロールを実施しま
した。

・県道603号（上粕屋厚木）道路整備工事をはじめ、橋りょうの架替工事
や耐震補強工事、河川改修工事、砂防工事など、上半期の早期発注に努
め、都市基盤整備の着実な推進を図りました。
・また、道路や歩道の舗装（補修）、法面対策、河川の護岸補修や河口部
の土砂撤去など、土木施設の適切な維持管理に努めるとともに、台風や大
雨に備えるよう努めました。
・適切に許認可手続きを行うよう取り組むとともに、建築物や海水浴場の
パトロールを実施しました。

・県道603号（上粕屋厚木）道路整備工事をはじめ、橋りょうの架替工事
や耐震補強工事、河川改修工事、砂防工事などの進捗を図り、都市基盤整
備の着実な推進と管理施設の適切な維持管理に努めました。
・県道603号（上粕屋厚木）については、全ての事業用地の取得を完了し
ました。
・適切に許認可手続きを行うよう取り組むとともに、建築パトロール、宅
地造成パトロールや違反屋外広告物除去活動を実施しました。

・県道603号（上粕屋厚木）をはじめとする道路整備工事を着実に進捗さ
せ、また、不動川等の護岸工事を予定どおり完成させるなど、都市基盤の
整備を推進しました。
・道路の舗装工事や河川の河床掘削工事などを実施し、都市基盤の適切な
維持管理に努めました。
・道路や河川の占用許可更新手続きを滞りなく実施しました。また防災査
察の実施など、建築物の安全対策の推進を図りました。

・新東名高速道路伊勢原北IC（仮称）に接続する県道603号（上粕屋厚
木）整備事業について、開通目標である平成30年度に向けて、関係機関と
調整を図りながら事業の進捗を図るとともに、全ての事業用地の取得を完
了しました。
・橋りょうの架替工事や耐震補強工事、河川改修工事、砂防工事などの進
捗を図り、都市基盤の整備を着実に進めました。
・適切に許認可手続きを行うよう取り組み、災害の未然防止等のため、建
築パトロール、土砂災害防止パトロールや宅地造成パトロールを実施しま
した。
・管理施設の適切な点検、補修、維持管理に努め、県民の安全・安心の確
保のため、組織一丸となって業務の推進を図りました。

連絡先（電話番号） 0463-22-2711　内線4011


