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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

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/1916

所属のホームページ

県西土木事務所

室・課（出先は所属）名

（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）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

第１号様式

所属進行表

県西土木事務所では、道路、河川、砂防，急傾斜地、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、河川法等に基づく許認可事務等を行っています。

酒匂川と足柄紫水大橋、酒匂縦貫道路 砂防堰堤（南足柄市）

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 3,200,094 253,652 642,500 756,426 690,017 857,499 3,200,094

維持管理費 61,373 5,266 15,492 13,160 21,359 6,095 61,373

計 3,261,467 258,918 657,992 769,586 711,377 863,594 3,261,467

187,070 127,690 194,040 127,025 635,825

445,988 785,682 963,626 838,401 863,594 3,897,292

支出済額

支
出

事
業
経
費

計

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 64 65 65 65

上記以外の職員 12 12 12 12

計（人） 76 77 77 77

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1916


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（数字で表されるもの） 
　①　都市基盤の新設・改良　

　　　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。

契約件数 執行額(千円)

16
(2)

34,067

29 292,205

33 444,805

75 241,587

153
(2)

1,012,664

　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、河川堤防の除草等の維持・管理を実施しています。

契約件数 執行額(千円)

105
(8)

259,067

161 343,902

183 766,509

154 349,722

603
(8)

1,719,200

（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）

2 1,297

11 75,015

22 9,310

12 9,341

47 94,963

第４・四半期

(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

累計

橋りょうの耐震補強工事を進めるとともに、酒匂川の松の
害虫防除工事等に取り組みました。

実績・進捗状況

ゼロ県債により道路舗装の補修工事や酒匂川の堆積土砂対
策工事を実施したほか、河川堤防の除草等を進めました。

時期

第１・四半期

第４・四半期

橋りょう舗装の補修工事や道路の法面対策工事を進めると
ともに、道路や河川の除草に取り組みました。

橋りょうの耐震補強工事を進めるとともに、河川の堆積土
砂対策や護岸補修工事などに取り組みました。

第２・四半期

第３・四半期

時期 実績・進捗状況

第１・四半期

第４・四半期

(都)山北開成小田原線の道路改良工事や酒匂川の南足柄市
内の護岸工事を進めました。

山北つぶらの公園の園路や広場などの基盤整備工事や太刀
洗川の砂防堰堤工事を進めました。

(都)山北開成小田原線の道路改良工事を完成させるととも
に、山北つぶらの公園を開園させました。また、尺里川等
で砂防堰堤の工事を進めました。

「南足柄市と箱根町を連絡する道路」の落石防護柵工事を
進めました。また、県道708号(秦野大井)(仮称)篠窪大橋の
上部工工事が完成しました。

累計

累計

第２・四半期

第３・四半期

実績・進捗状況

県道711号(小田原松田）の物件等補償を行いました。

県道72号(松田国府津)や二級河川酒匂川で106.55㎡の用地
取得及び物件等補償を行いました。

大沢(通常砂防事業)や二級河川酒匂川で4,985.75㎡の用地
取得及び物件等補償を行いました。

県道74号（小田原山北）や二級河川酒匂川で74.04㎡の用地
取得及び物件等補償を行いました。

時期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期



３　法令に基づく許認可事務（数字で表せるもの）

区分 時期 事前相談件数 許可届出件数

第１・四半期 74 21

第２・四半期 67 28

第３・四半期 73 19

第４・四半期 64 28

第１・四半期 76 161

第２・四半期 75 179

第３・四半期 55 194

第４・四半期 54 183

第１・四半期 156

第２・四半期 185

第３・四半期 256

第４・四半期 660

538 2,070

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

(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、建設リサイクル法に関するものを
含みます。

累計

実績・進捗状況

　　都市計画法に基づく開発行為の許可や建築基準法に基づく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。

工事等の発注や用地取得を計画的に進めるとともに、道路や河川等の維持
管理や許認可事務等を適切に行い、都市基盤整備の着実な推進を図りまし
た。また、自然災害を未然に防止するため、地元の建設業界や関係機関と
連携した取組みを進め、県民の安全・安心の確保に努めました。

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､管内都市基盤整
備の着実な推進を図りました。また､夏季のキャンプ等による水難事故を未
然に防止するため、関係機関とともに合同巡視を実施しました。

違反建築物を未然に防ぐため、一斉建築パトロールを実施し
ました。

都市計
画法関
係

山北つぶらの公園を3月に開園するなど、平成28年度発注の工事等について
着実な推進を図りました。また、山間部を中心とした凍雪害対策やパト
ロール等で確認された損傷箇所の補修に取り組み、災害の未然防止に努め
ました。

建築基
準法等
関係

その他
道路法
河川法
等関係

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。

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。

開発許可等に係る審査を実施しました。

土砂災害を未然に防止するため、土砂災害防止パトロールを
実施したほか、道路や河川の占用許可等を行いました。

違反屋外広告物の設置を防止するため、違反屋外広告物除去
パトロールを実施したほか、道路や河川の占用許可等を行い
ました。また、夏季のキャンプ等による水難事故を未然に防
止するため、関係機関とともに合同巡視を実施しました。

市町が実施する地籍調査事業が円滑に行われるよう境界確定
に伴う現地立会を実施したほか、道路や河川の占用許可等を
行いました。

道路占用及び河川占用の更新許可を行ったほか、道路や河川
の占用許可等を行いました。

違反開発行為等の早期発見と早期是正を図るため、一斉パト
ロールを実施しました。

建設リサイクル法に基づき、解体工事現場のパトロールを実
施しました。

違反建築物を未然に防ぐため、一斉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、一斉建築パトロールを実施し
ました。

0465-83-5111(210.211)連絡先（電話番号）

所属長評価

ゼロ県債に係る工事等の推進を図るとともに、平成28年度当初予算に係る
事業について計画的な発注に努めました。また、地元建設業界と意見交換
等行い、災害等緊急時の対応について連携強化を図りました。

平成28年度当初予算の計画的な執行に努めるとともに、11月の記録的に早
い積雪では、地元緊急業者と連携して凍雪害の対策にあたり、交通の安全
確保を図りました。また、県土整備事業の理解を深めるため、県土づくり
県民交流事業として現場見学会を開催しました。


