
局名 部名

県土整備局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

（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、合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/f440028/

所属のホームページ

厚木土木事務所

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

厚木土木事務所長の沼田です。
厚木土木事務所は、県中央部に位置し、東名高速、さがみ縦貫道路や、現在、

整備が進められている新東名、国道246号バイパス等の骨格的な道路が連絡する交

通の要衝となっています。管内には、厚木市、愛川町、清川村が存し、その面積

は、約199k㎡になります。

管内は東部を相模川が流れ、北西部は急峻な丹沢山地に連なり、一帯は緑豊か

な自然に恵まれています。丹沢大山国定公園、県立丹沢大山自然公園や風致地区

が指定されているほか、県内最大の水ガメである宮ヶ瀬ダムに代表される水資源

の供給地としての側面も持ち合わせています。

また、さがみ縦貫道路など幹線道路網の整備による交通の利便性を強みとして、

先端産業や研究開発機能の集積等新しいまちづくりが進められ、発展している地

域です。

厚木土木事務所は、主に次の仕事をしています。

① 道路、河川、砂防、公園等の都市基盤の整備や維持・管理に関する事業を

行っています。

② 都市基盤整備、管理に必要な事業用地の取得を行っています。

③ 都市計画法に基づく開発許可、建築基準法による建築確認事務等を行って

います。その他、道路法、河川法等に基づく許認可事務を行っています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

項目 (再)配当額

事業費 6,761,555 537,782 884,751 2,623,860 1,316,454 1,398,708 6,761,555

維持管理費 23,219 4,266 5,314 4,492 6,318 2,829 23,219

計 6,784,774 542,048 890,065 2,628,352 1,322,772 1,401,537 6,784,774

222,943 150,796 224,660 150,663 749,062

764,991 1,040,861 2,853,012 1,473,436 1,401,537 7,533,837

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

計

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f440028/


Ⅲ　職員配置状況

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

　　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する。

契約件数
　　(件)

執行額
　(千円)

(2)

33

(2)

27

(4)
125

（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

時期

413,604

240,447

3,227,675

第１・四半期

27

  国道129号の戸田交差点立体化工事、県道42号(藤
沢座間厚木)の橋脚補強工事等を執行した。また、急
傾斜地崩壊危険区域、山際地区の詳細設計等を執行
した。

第２・四半期

　国道129号戸田交差点立体化事業において、軽量盛
土工事２件、地下歩道整備工事、アンダーパス部排
水工事、冠水監視装置設置工事、農業用排水路付替
工事、交差点復旧工事等を執行した。
　また、県道54号(相模原愛川)馬渡橋において上部
工工事、県道60号(厚木愛川)御門橋で下部工工事を
執行した。

463,411

2,110,213

第３・四半期

　国道129号戸田交差点立体化事業において、舗装工
事、照明設備工事等を執行した。
　また、一級河川玉川において護岸工事、一級河川
相模川で高水敷掘削工事や築堤工事を執行した。

第４・四半期

　国道129号戸田交差点立体化事業において、舗装工
事、側道整備工事２件、照明設置工事、ＩＣ接続道
路工事２件、大型案内標識設置工事及び発注者支援
業務委託を執行した。
　エンマの沢、海底谷戸沢において砂防堰堤詳細設
計、一級河川相模川において、砕石を活用した堤防
天端舗装工事等を執行した。

累計

38

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 74 76 76 77

上記以外の職員 11 11 11 11

計（人） 85 87 87 88

配置職員数



　②　都市基盤の維持、管理

　　傷んだ舗装の補修や街路樹の剪定、河川堤防の除草や公園施設の補修等の維持、管理を

　実施する。

契約件数
　　(件)

執行額
　(千円)

(10)

66

(10)

497

（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する。

契約件数
　　(件)

執行額
　(千円)

5 51,273

27 123,029

21 71,003

260 172,830

313 418,135

816,911

第３・四半期 722,870  

時期

第１・四半期
　県道42号などで474㎡の用地取得及び三田小学校の
公共補償を行った。

第４・四半期
　県道70号、相模川、宮沢川などで20,201㎡の用地
取得及び三田小学校の公共補償を行った。

累計

第２・四半期
　県道42号、相模川などで、7,524㎡の用地取得を
行った。

第３・四半期
　県道64号、相模川などで4,818㎡の用地取得及び三
田小学校の公共補償を行った。

2,065,110

　車道舗装や橋りょうの補修工事及び歩道整備工事
等を実施した。一級河川小鮎川・荻野川において、
河床整理工事を執行した。
　また、一級河川相模川及び中津川において、河床
整理工事や舗装工事等を執行した。

129

累計

174

128

第４・四半期 230,420
　凍雪害対策や道路区画線(ライン)補修など、交通
の安全と円滑化工事等を執行した。
　また、明神沢において、渓流調査を執行した。

294,909
　県道54号（相模原愛川）の補修工事、県立七沢森
林公園における転落防止柵設置工事、一級河川玉川
外における量水票改修工事等を執行した。

第２・四半期

　道路法面の災害防除工事、橋りょうの耐震補強工
事及び道路植栽の剪定や伐採業務等を実施した。一
級河川相模川及び中津川において、量水標改修工事
や護岸補強工等を執行した。
　また、一級河川小鮎川・荻野川における洪水浸水
想定区域図作成検討業務を執行した。

時期

第１・四半期



３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの） 

①　都市計画法関係

事前相談
件数

許可・
届出件数

11 3

18 4

10 9

16 7

55 23

②　建築基準法等関係

事前相談
件数

許可・
届出件数

13 21

10 13

8 32

8 43

39 109

（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の建築物に関する法令を含む。

③　その他道路法河川法等関係

事前相談
件数

許可・
届出件数

471

505

477

674

2,127

　相模川など河川の適正な管理を行うため、常時パ
トロールを行うとともに、土砂災害の未然防止のた
め、土砂災害防止パトロールを実施した。

第２・四半期
　相模川等、河川の適正な管理を行うため、引き続
き常時パトロールを行うとともに、夜間パトロール
を併せて実施した。

第３・四半期
　違反建築防止週間に県下一斉建築パトロールを実
施した。

第４・四半期
　違反建築物の早期発見、早期是正を図るため、一
斉パトロールを実施した。

累計

第２・四半期
　違反建築物の早期発見、早期是正を図るため、一
斉パトロールを実施した。

　開発許可等の審査を的確に実施した。

第４・四半期
　違反開発行為等の早期発見、早期是正を図るた
め、一斉パトロールを実施した。

累計

第３・四半期

第３・四半期
　相模川等、河川の適正な管理を行うため、引き続
きパトロールを行うとともに、建設発生土監視合同
パトロールを実施した。

第４・四半期
　相模川等、河川の適正な管理を行うため、引き続
きパトロールを行うとともに、建設発生土監視合同
パトロールを実施した。

累計

時期

第１・四半期

時期

第１・四半期
　分別解体等の適正な実施を確保するため、建築物
の解体現場に立入調査を実施した。

第２・四半期
　集中豪雨による災害防止のため、宅地造成の現場
の防災パトロールを実施した。

　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
相談に応じている。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
事務を行う。

時期

第１・四半期
　集中豪雨による災害防止のため、宅地造成の現場
の防災パトロールを実施した。



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

 工事等の計画的な発注に努めるなど、事業の計画的な進捗を図っ
た。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、道路、
河川、建築等のパトロールを実施して、事故等の未然防止を図っ
た。

連絡先（電話番号） 厚木南合同庁舎 代表番号:046-223-1711 内線204

所属長評価

　平成27年度からの継続工事の着実な完成を図るとともに、県経
済の活性化に資するため円滑な工事発注に努めた。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、道路、
河川、建築等のパトロールを実施して必要な対策をとることによ
り、事故等の未然防止を図った。

　平成28年度予定工事の早期発注に努め、着手済みの工事につい
ては、安全かつ順調な進捗に努めた。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、引き続
き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等の未然防
止を図った。

　工事等の計画的な発注に努め、着手事業の順調な進捗を図っ
た。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、引き続
き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等の未然防
止を図った。

  工事等着手事業の順調な進捗を図った。
　また、適正で遅滞ない許認可手続きに努めるとともに、引き続
き道路、河川、建築等のパトロールを実施して、事故等の未然防
止を図った。


