
局名 部名

県土整備局

Ⅰ　業務概要

　　　上溝高校新築工事

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　県営住宅ストックの長寿命化と適切な管理、運営（数字で表せるもの）

　　　県民が安全で安心して生活できる県営住宅をめざして、長寿命化と 　　　　 入居募集抽選

　　適正な管理、運営に努めます。

　(1)　県営住宅の個々の特性に応じた整備

　規模や立地、敷地の形状等、総合的に勘案し特性に応じた整備を行います。

発注件数 予定額(千円)

16 321,829

(0) (0)

23 745,405

(0) (0)

18 450,692

(0) (0)

14 767,534

(0) (0)

71 2,285,460

(0) (0)

万騎が原団地整備

（注）発注件数欄の(　)内の数字は、ゼロ県債等債務負担行為の件数を内数で示す。

（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。

業務運営進行表

実施・進捗状況

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　団地建替整備として、県営阿久和団地給排水衛生工事や個別改善団地
の整備として、県営いちょう上飯田団地個別改善工事設計業務委託等を
発注しました。

 団地建替整備として県営緑ヶ丘団地公営住宅除却工事等を、個別改善
整備として県営川上第二団地個別改善工事等を発注しました。

団地建替整備として県営万騎ヶ原団地公営住宅畳工事等を、個別改善整
備として県営いちょう上飯田団地個別改善工事等を発注しました。

団地建替整備として県営万騎ヶ原団地(2期）、追浜第二団地(5期）が完
成しました。個別改善整備として県営大明寺団地設備改善工事等を発注
しました。

項　　目

累　計

（平成28年４月１日～平成29年3月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1919/

所属のホームページ

住宅営繕事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式
所属進行表

住宅営繕事務所は、２部11課の組織で、

県内に約４万５千戸ある県営住宅の整備、

運営・管理と、県立学校をはじめとする

各種県有施設の設計・工事等を行ってい

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

(再)配当額

21,554,955 3,141,568 5,997,205 3,825,742 6,553,139 2,037,301 21,554,955

3,243 397 482 670 1,492 202 3,243

21,558,198 3,141,965 5,997,687 3,826,412 6,554,631 2,037,503 21,558,198

230,824 153,781 233,638 158,855 777,097

3,372,789 6,151,468 4,060,050 6,713,486 2,037,503 22,335,295

人件費　（注１）

合計

支出済額項目

計

事
業
経
費

事業費

維持管理費

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 81 83 82 83

上記以外の職員 20 20 20 20

計（人） 101 103 102 103

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1919/


(2)　県営住宅の適正な管理、運営の取り組み

　①　県営住宅の適正な管理に必要な緊急修繕、空家修繕や、エレベータ、消防設備などの保守点検を実施します。

　　　また、用地内の電柱等設置の使用許可を行い、適正な管理に努めます。

修繕件数 保守点検件数 使用許可件数

2,011 1,881 113

3,754 2,286 10

3,452 2,046 19

4,587 2,500 12

13,804 8,713 154

　②　県営住宅の適正な入居管理

入居者の相談等に応じるとともに、空家の入居者募集を行う。

新規入居戸数 相談件数 募集戸数

529 245 1,090

492 250 70

238 255 987

38 171 0

1,297 921 2,147

　③　県営住宅の不正入居対策、家賃滞納整理の実施

滞納家賃の徴収に着実に取り組むとともに、悪質な家賃滞納者や不正入居者に対し、住居明渡しや訴訟等法的

　　措置を講じます。　　　

明渡し
訴訟提起件数

強制執行
申立件数

35 38

21 33

6 23

21 21

83 115

　④　県営住宅用地の整理等

土地の境界確定等、未利用地の売却や移管を行い公有地の整理に取り組みます。

境界確定件数 売却 移管

13 2 1

9 3 1

11 2 1

15 5 0

48 12 3

２　高齢者等が健康で安心してすみ続けられる団地再生

　①　「健康団地」として再生

　高齢者等が健康で安心して暮らせる「健康団地」として再生するため、空き住戸活用の改修を行います。

団地数 戸数

0 0

0 0

3 11

0 0

3 11

　指定管理者と連携し、左記のとおり県営住宅の維持修
繕、保守点検等を行いました。

実施･進捗状況

　指定管理者と連携し、左記のとおり県営住宅の維持修
繕、保守点検等を行いました。

第３・四半期

第４・四半期

　定期募集（抽選又は選考：受付期間11/14～12/1)を実施
しました。

　募集した住戸の入居手続き及び入居者相談を実施しまし
た。

第２・四半期

　指定管理者と連携し、左記のとおり県営住宅の維持修
繕、保守点検等を行いました。

　指定管理者と連携し、左記のとおり県営住宅の維持修
繕、保守点検等を行いました。

　長期の家賃滞納者等に対して、左記のとおり訴訟提起及び強制執行申
立を行いました。

項　　目

第１・四半期

第２・四半期

実施・進捗状況

第４・四半期

第１・四半期

項　　目

第１・四半期

第１・四半期

第４・四半期

累　計

実施・進捗状況

　左記のとおり境界確定、入札等により未利用地の売却を
行いました。

　左記のとおり境界確定、未利用地の売却を行うととも
に、瀬谷団地の道路を横浜市に移管しました。

　左記のとおり境界確定、横浜市への道路の移管を行うと
ともに、長井団地跡地Ｃを売却しました。

　左記のとおり境界確定、未利用地の売却を行うととも
に、長津田団地の公園を横浜市に移管しました。

累　計

　健康団地の実現に向けて、住戸改善工事の設計・監理業務委託を発注
しました。（川上第1団地、相沢原団地、他1団地）

　健康団地の実現に向けて、住戸改善工事の発注を行いました。

第４・四半期

累　計

　住戸改善工事により健康団地（川上第1団地、相沢原団地、他1団地）
が完成しました。

　

項　　目

第２・四半期

第３・四半期

　健康団地の実現に向けて、住戸改善工事の実施設計を行いました。

第３・四半期

項　　目

第１・四半期

第２・四半期

　常時募集(先着順：受付期間4/15～11/30)及び定期募集
（抽選又は選考：受付期間5/13～6/1)を実施しました。

実施･進捗状況

　福島県自主避難者向け募集（抽選：受付期間9/15～29）
を実施しました。

　

累　計

第４・四半期

第２・四半期

第３・四半期

　長期の家賃滞納者等に対して、左記のとおり訴訟提起及び強制執行申
立を行いました。

　長期の家賃滞納者等に対して、左記のとおり訴訟提起及び強制執行申
立を行いました。

　長期の家賃滞納者等に対して、左記のとおり訴訟提起及び強制執行申
立を行いました。

項　　目 実施・進捗状況

第３・四半期

累　計



発注件数 予定額(千円)

53 8,350,456

(34) (7,733,038)

50 1,930,889

(0) (0)

26 758,760

(0) (0)

12 111,483

(0) (0)

141 11,151,588

(34) (7,733,038)

　②　担い手となる県内の建設業界の活性化のため「いのち貢献度指名競争入札」の発注

　県民の「いのち」を守る担い手となる地域の建設業者等の活性化を図り、安全・安心を確保するため、

「いのち貢献度指名競争入札」の施行に取り組みます。

発注件数 予定額(千円)

3 123,107

6 120,591

3 57,458

0 0

12 301,156 　

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
　業務の進行管理については、ほぼ予定どおりに進めることが出来ました。今後も、
職員一丸となって県民の皆様に信頼いただけるよう努力してまいります。

第４・四半期

累　計

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第２・四半期

　秦野精華園改修工事などの委託業務を発注するとともに、歴史博物館
空調設備改修などの工事を発注しました。

　体育センター陸上競技場等整備工事（総合評価方式）などの委託業務
を発注するとともに、かながわ県民センター改修工事などを発注しまし
た。

項　　目

第３・四半期

　　　公共工事の品質確保と担い手の確保を実現するとともに、公共工事の計画的な発注を通じて県内の建設業界の活

045-311-8080

　平塚看護専門学校本館改修及び耐震補強工事の建築、電気、衛生、空
調や相原高校新築工事の建築第１工区・第２工区、電気などの工事を発
注しました。

　平塚看護専門学校本館改修及び耐震補強工事の電気、衛生、空調や相
原高校新築工事の衛生、空調などの工事を発注しました。

　

所属長評価

　第1・四半期は計画どおりに取り組むことができました。特に、県営住宅の5月定期
募集については、職員の努力により、昨年に比べ約100戸多い、950戸の募集を行うこ
とができました。また、営繕については早期発注に取り組みました。

　第2・四半期は計画どおりに取り組むことができました。特に、県営住宅の個別改
善工事については、今年度発注予定の約7割の工事を発注するなど大幅に進捗しまし
た。

　第3・四半期は計画どおりに取り組むことができました。特に公有地売却について
は、懸案であった長井団地の一部について売却を進めることができました。また、県
有施設の公共工事の発注については、概ね計画どおりに実施しました。

　第4・四半期は計画どおりに取り組むことができました。特に県営住宅の整備につ
いては、所期の目標どおりに建替工事を完成することができました。また、県有施設
の公共工事の発注については、概ね計画どおりに実施しました。

連絡先（電話番号）

（注）発注件数欄の(　)内の数字は、ゼロ県債等債務負担行為の件数を内数で示す。

第４・四半期

累　計

項　　目 実施・進捗状況

　地域の建設業者等の活性化を図るため、左記のとおり「いのち貢献度
指名競争入札」で工事を発注しました。

　地域の建設業者等の活性化を図るため、左記のとおり「いのち貢献度
指名競争入札」で工事を発注しました。

　地域の建設業者等の活性化を図るため、左記のとおり「いのち貢献度
指名競争入札」で工事を発注しました。

実施・進捗状況

第１・四半期

３　県内経済の活性化（数字で表せるもの）

　①　公共工事の計画的な発注

　　性を図ります。


