
第1号様式
所属進行表

局名 部名

県土整備局 事業管理部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　公共事業用地の取得・物件移転補償の審査及び指導（数字で表せるもの）
　　用地取得及び物件補償業務の適正化を図るため、下記の①～③の事務について、土木事務所等からの協議

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

127 19 19 22 12 72

　①　公共事業用地の取得について

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　　　　(単位：件）

累計

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属
室・課（出先は所属）名

用地課

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0703/

（注１）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、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

　に対して審査を行うほか、各種の指導を行う。

標準地評価格（※
２）に関する審査
及び指導を行う。

 用地課では、主に県土整備局に属する用地の取得・管理・処分などに関連する事務を行っています。 

 具体的には、①道路や河川の整備など県が行う事業のための用地の取得と取得した用地の登記、②用地取得

によって損失が生じる場合に行う損失補償（※１）に関する運用や指導、③道路や河川として使わなくなった

県有地や国土交通省が所管する国有財産の管理や処分、④土地収用法の施行に関する事務、⑤用地の取得が難

しい案件を抱えている土木事務所の支援、などを行っています。 

※１ 損失補償（物件補償） 

   道路や河川の整備などの公共事業による用地の取得や建物等の移転により財産に損失が生じる土地所 

  有者などに対する財産的な補填のことをいいます。 

※２ 標準地評価格 

   事業箇所を含む、土地の用途的な観点からまとまりのある地域において、面積や形状など概ね標準的 

  と認められる一の画地（※３）を評価した価格のことをいいます。 

※３ 画地 

   所有者と使用者が同じで、同一の用途又は利用目的に供されているなど、一体的に利用されている土 

  地のことをいいます。 

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

年間計画額

52,478 14,560 19,125 3,111 29,911 66,708

0

0

52,478 14,560 19,125 3,111 29,911 0 66,708
項目 (再)配当額

事業費 12,097 526 1,031 2,937 1,264 5,650 11,407
維持管理費 0

計 12,097 526 1,031 2,937 1,264 5,650 11,407

27,512 25,994 25,831 26,384 105,721

2,598 21 2,613 40 5,271

16,368 17,279 33,646

46,477 26,014 45,723 26,424 144,639

7,797 7,797 7,752 7,797 31,142

3,914 3,914 3,903 3,914 15,643

58,188 37,724 57,378 38,135 0 191,424

58,713 38,755 60,314 39,398 5,650 202,831

△ 44,153 △ 19,630 △ 57,203 △ 9,487 △ 5,650 △ 136,124

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

財産収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 21 21 21 21
再任用職員 1 1 1 1

臨時的任用職員 1 1 1 1
非常勤職員

計（人） 23 23 23 23

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0703/


第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

76 24 21 22 9

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

85 4 25 25 27

　【参考】　用地取得及び補償の概要（数字は、各土木事務所等の再掲）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

137,573.45 ㎡ 14,029.80 ㎡ 12,505.26 ㎡ 76,203.72 ㎡ 17,598.06 ㎡

6,103,399 千円 1,692,087 千円 1,576,646 千円 1,167,729 千円 1,598,229 千円

２　用地取得の推進 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

県土整備事業に係る用地を計画的に取得する
よう、機動的・集中的に事務所等を支援す
る。

事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難
な15箇所について支援した。

事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難
な15箇所について支援した。

事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難
な15箇所について支援し、うち２箇所について解
決に至った。

事務所からの要請に基づき、支援を行った15箇所
のうち３箇所について、22件の契約を完了し、土
地収用案件１件については、裁決を得て権利を取
得し、代執行に至ることなく明渡しも完了した。
（※５）

実績・進捗状況

用地補償費(※４)

取得面積

累計

120,336.84 ㎡

項目
前年度実績
（参考）

6,034,691 千円

81

　③　物件等の補償額算定について

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　　　　(単位：件）

累計

　②　物件の補償について

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　　　　(単位：件）

累計

建物等の補償内容
に関する審査及び
指導を行う。

76

物件等の補償額算
定及び調査の内容
に関する審査及び
検査を行う。

※４ 用地補償費 

   公共事業を進める上で必要な事業用地を取得する際、土地などの権利者に補償する費用のことをいい 

  ます。 

※５ 裁決・明渡し・代執行 

   それぞれ、土地の収用に掛かる手続きです。起業者（※６）が、収用による解決を図る場合、収用委 

  員会に裁決申請及び明渡裁決の申立てを行います。神奈川県の扱いでは、両方を同時に行います。収用 

  委員会は、調査や審理等の結果を総合的に判断して裁決（裁判でいう判決）を行います。裁決には、権 

  利取得裁決と明渡裁決があります。権利取得裁決により、起業者は土地所有者等に補償金を支払い、土 

  地の所有権を取得します。明渡裁決により、起業者は補償金を支払い、土地所有者等は物件を移転する 

  等して土地を明け渡さなければなりません。土地所有者が明渡裁決による明渡期限までに土地を明け渡 

  さない場合は、起業者の請求により、知事が土地所有者に代わって土地の明け渡しを実現させます（代 

  執行）。 

※６ 起業者 

   公共事業を行うため、土地などを収用・使用することを必要とする事業者のことをいいます。 



３　不用となった県有財産の売却処分（数字で表せるもの）

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

50,036 14,557 16,687 3,111 29,911 0 64,266

154,000 6,374 7,993 53,840 94,340 33,974 196,521

４　国土交通省所管国有財産の譲与 （数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

69 24 26 29 27

５　土地収用法関係事務

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

６　用地・財産管理を担う人材の育成

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

国土交通省所管国
有財産のうち県及
び市町村管理の道
路敷、河川敷等に
ついて、法定受託
事務として、用途
廃止（※７）した
国有財産（普通財
産）を譲与する。

累計

106

項目
前年度実績
（参考）

譲与件数 　　　　　　　　　　　　(単位：件）

（参考）用地課のホームページ「主要事業の用地取得の進捗状況等について」（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f576/）にお
いて、県が所管する主要事業に関して、用地取得の進捗状況等を公表しています。

土地収用法等関係法令に基づき、公共の利益
となる事業に必要な土地等の収用又は使用に
際して、知事が所管する事務を行う。

土地収用法に関する起業者等からの相談・照会に
対応するとともに、第２回あっせん委員会を開催
した。

土地収用法に関する起業者等からの相談・照会に
対応するとともに、第３回あっせん委員会を開催
し、終了した。

土地収用法に関する起業者等からの相談・照会に
対応した。

土地収用法に関する起業者等からの相談・照会に
対応した。

項目 実績・進捗状況

用地取得や財産管理を担う人材を育成するた
め、対象者の経験・知識に応じた効果的な研
修を実施する。

新たに用地業務を担当する職員を対象に、業務全
般について網羅的に基礎研修を実施した。

主に用地業務経験のある職員を対象に、専門分野
をテーマとする研修を実施した。また、財産管理
業務を担当する職員を対象に、実践的な研修を実
施した。

新任の用地業務担当職員を対象にレベルアップを
図るフォローアップ研修を、また、主に用地業務
経験のある職員を対象に専門分野をテーマとする
研修をそれぞれ実施した。

主に用地業務経験のある職員を対象に、専門分野
をテーマとする研修を実施した。

項目
年間目標
（計画）

売却収入額　　　　　　　　　　　(単位：千円）

貴重な財源を確保
するため廃道廃川
敷地等を処分す
る。

（前年度実績）

※７ 用途廃止 

   道路や河川などの行政目的で使用していた公共用財産（行政財産）について、その使用を止めて普通 

  財産とすることを言います。用途廃止によって普通財産となった土地等は、売却や譲渡などの処分がで 

  きるようになります。 



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

県土整備事業に係る用地を計画的に取得するよう、適切・迅速に土木事務
所等を指導し、用地取得が困難な箇所等については、機動的・集中的に支
援した。不用となった県有財産で売却が可能なものについては、貴重な財
源を確保するため、計画的に処分した。また、用地取得や財産管理を担う
人材を育成するため、対象者の経験・知識に応じた効果的な研修を実施し
た。他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

連絡先（電話番号） 用地課　045(210)6145

所属長評価

用地業務に係る基礎研修を行い、受講者から全体を通じて評価を得てお
り、人材育成に寄与した。他の業務についても、適切かつ効果的に執行し
た。

土地収用法のあっせん申請について、事務局として適切に対応した。用地
業務や財産管理業務に係る専門的・実践的な研修を行い、人材育成に寄与
した。他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

新任の用地業務担当職員を対象としたフォローアップ研修や専門分野を
テーマとする研修を行い、人材育成に寄与した。用地取得の推進では、難
航案件２箇所について解決に至った。他の業務についても、適切かつ効果
的に執行した。

用地取得が困難な３箇所について22件の契約を締結し、土地収用案件につ
いては代執行に至ることなく明渡しを完了するなど、用地取得を推進し
た。専門知識・能力の向上を図るため、主に用地業務経験のある職員を対
象に専門分野の研修を行い、人材育成に寄与した。他の業務についても、
適切かつ効果的に執行した。


