
局名 部名

政策局 政策部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (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）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

（平成26年４月１日～平成27年3月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp/div/
0104/

所属のホームページ

土地水資源対策課

室・課（出先は所属）名

（注１）常勤職員の内、１人は神奈川県内広域水道企業団への派遣職員です。
（注２）常勤職員の外、公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団への派遣職員１人と町からの派遣職員１人が配置され
ています。

第１号様式 

所属進行表 

土地水資源対策課では、 

(1)地価対策及び公有地の拡大に関する事務、 

(2)土地利用にかかる企画及び調整に関する事務、 

(3)水資源の企画及び調整に関する事務、 

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

50,141 18,800 31,314 50,114

1,460 1,503 1,503

26,370 25,824 211 230 252 6 26,523

77,971 27,327 211 230 19,052 31,320 78,140

項目 (再)配当額

事業費 1,138,172 42,820 48,593 530,562 469,029 45,188 1,136,193

維持管理費 0

計 1,138,172 42,820 48,593 530,562 469,029 45,188 1,136,193

61,653 42,359 64,995 44,909 213,916

104,473 90,952 595,557 513,939 45,188 1,350,109

△ 77,146 △ 90,741 △ 595,326 △ 494,887 △ 13,868 △ 1,271,969

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

使用料及び手数料

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

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 22 22 22 22

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 26 26 26 26

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0104/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0104/


Ⅳ　業務実施状況

１　国土利用計画法に基づく土地売買等届出審査業務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

92 143 115 107 457

２　公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等審査事務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

4 8 5 4 21

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

３　個別土地利用計画に関する調整業務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

67 59 56 43

1 2 3 4

４　施設利用状況

①宮ケ瀬やまなみセンター

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

前年度より増 29,950 53,338 69,172 13,502

167,214 32,197 42,093 82,200 10,724

②相模湖交流センター

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

前年度より増 13,055 13,949 15,108 12,379

49,659 12,897 13,814 12,992 9,956

５　「水源地域活性化」「水源環境の理解促進」事業実施状況

①水源地域で行われるイベント等への参加者数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

37万人

33.5万人

②ＨＰ やまなみ五湖ナビ アクセス数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

前年度比110% 39,437 39,587 33,262 28,714

152,285 32,103 41,186 43,488 35,508（前年度実績）

累計

141,000

152,285

項目 年間目標
（計画人数）

アクセス数

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

項目

参加者数

（前年度実績）

年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

347,814

334,545

（前年度実績） 167,214

　国土利用計画法に基づき、一定規模以上の土地取引の事後届出に係る利用目的の審査を行い、
土地利用の適正化に努める。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 165,962

開発計画書提出件数 10

項目

土地売買等届出件数

　公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出等のあった土地について、買取希望のある町村等
を買取協議団体として決定することで、公有地の拡大の計画的な推進を図る。

　市街化調整区域等における一定規模以上の開発行為について知事との事前協議を定める土地利用調
整条例に基づき、総合的な調整を行うことにより、県土の計画的な利用を図る。

　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）

　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）

項目
　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）　

累計

条例適用等に係る相談件数 225

土地買取希望申出件数

土地買取協議通知件数

項目

土地有償譲渡届出件数

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 54,491

（前年度実績） 49,659



６　業務実績

①地価調査関連業務

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

②土地利用基本計画の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

③土地利用調整条例の見直し

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

④　宮ケ瀬周辺県有施設の公の施設化、一体的指定管理者制度導入

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

宮ケ瀬地域のより一層の活性化を図るた
め、宮ケ瀬やまなみセンター、宮ケ瀬湖集
団施設地区及び鳥居原園地、宮ケ瀬湖カ
ヌー場の３施設を一体的に管理運営する指
定管理者制度を導入する。

３施設を一体的に管理する指定管理者制度の
導入と、指定管理者選定の方向性について、
平成26年第2回神奈川県議会に報告した。

指定管理者候補を選定するにあたり、選定方
法、選定基準の考え方、外部評価委員会委員
の人選案等について平成26年第3回神奈川県議
会に報告した。

指定管理者の選定基準について、外部評価委
員から意見聴取したうえで、平成26年第３回
神奈川県議会に報告した。
併せて、宮ケ瀬やまなみセンターを公の施設
として設置するための条例制定に向け、条例
素案を同議会に報告した。

宮ケ瀬やまなみセンターを公の施設として設
置し、指定管理者による管理を導入するた
め、新たに神奈川県立宮ケ瀬やまなみセン
ター条例を制定した。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

県国土利用計画と土地利用基本計画を整
理・統合し、県土利用に関する基本的事項
の全体像を示す新たな土地利用基本計画を
策定する。

新たに位置づける「県土利用の基本方針」に
係る考え方を整理した。

新たに位置づける「県土利用の基本方針」に
係る考え方について、市町村と意見交換を
行った。

国の国土利用計画全国計画が、急きょ平成27
年夏頃に改定されることになったことに伴
い、策定の時期を見直すこととし、平成26年
第３回神奈川県議会に報告した。

策定の時期を見直すことについて、第71回国
土利用計画審議会に報告した。

項目 実績・進捗状況

国土利用計画法施行令に基づき、県内921
基準地の標準価格を判定し、公表する。

基準地として不適当となった20地点の選定替
を行い、継続地点901地点と合わせ、全921地
点の調査地点を決定した。

921地点の基準地の標準価格を判定し、９月19
日の神奈川県公報で公告した。

次回調査に向けて、地価調査事業における各
種課題についての検討や関係機関との調整等
を行った。

次回調査業務委託の事前公募等を行うととも
に、国の関連事業である地価公示の県内調査
結果の公表を行った。

「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に
基づき、必要性、有効性、効率性、基本方
針適合性及び違法性の視点から見直しを行
い、見直し調書を作成するほか必要な手続
きを行う。

土地利用調整システム部会を開催し、検討を
開始した。

引き続き土地利用調整システム部会で検討を
行ったほか、運用の改善に関して関係機関の
意向を確認した。

条例改正の必要はないこと及び運用の改善に
関して土地利用調整会議幹事会に報告すると
ともに、見直し調書を作成し、平成26年第３
回神奈川県議会に報告した。

運用の改善に関して、土地利用調整条例施行
規則を改正した。



⑤　相模湖交流センターの一層の活性化

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

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

次期指定管理者の募集を行った結果、１法人
からの応募があった。

各種法令に基づく事務を適切に行っている。土地利用調整条例につい
て条例の見直し結果に基づき、同施行規則の改正を行なったほか、宮
ケ瀬湖周辺県有施設の一体的指定管理者制度の導入に向け、宮ケ瀬や
まなみセンター条例を制定するなど、予定された事業については概ね
計画通りに実施している。水源地域の交流拠点施設の入館者数やイベ
ント等への参加者数については、イベント期間の短縮や施設の休館な
どもあり、目標を達成できない施設等もあった。

各種法令に基づく事務を適切に行うとともに、土地利用調整条例の見
直し、宮ヶ瀬湖周辺県有施設の一体的指定管理者制度の導入に向けた
手続き等予定された事業については、概ね計画どおりに実施すること
ができた。

各種法令に基づく事務を適切に行うとともに、県内921地点の基準地
価格の公表を行った。土地利用調整条例の見直しについては引き続き
検討を重ねているほか、宮ケ瀬湖周辺施設及び相模湖交流センターの
指定管理者の選定基準等については所管常任委員会に報告を行うな
ど、予定された事業については、概ね計画どおりに実施している。

045-210-3109連絡先（電話番号）

所属長評価

国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律及び土地利用調整
条例の施行に関する事務を適切に行った。その他、土地利用調整条例
の見直し、宮ケ瀬周辺県有施設の指定管理者制度の導入の検討等、予
定された事業については、概ね計画どおりに実施している。

各種法令に基づく事務を適切に行っている。土地利用基本計画につい
ては、国の国土利用計画全国計画の改定が急遽決まったことから、改
定の時期を見直すこととしたものの、土地利用調整条例の見直し、宮
ケ瀬湖周辺県有施設の一体的指定管理者制度の導入に向けた手続き
等、予定された事業については、概ね計画どおりに実施している。

項目 実績・進捗状況

水源地域の交流拠点である相模湖交流セン
ターについて、次期指定管理者の募集を行
うとともに、当該施設の一層の活性化を図
る。

次期指定管理者の募集に向け、現指定管理者
の管理運営状況の検討を行った。
次期指定管理者を募集するにあたり、募集条
件、選定基準の考え方、外部評価委員会委員
の人選案等について、平成26年第3回神奈川県
議会に報告した。

指定管理者の選定基準について、外部評価委
員から意見聴取したうえで、平成26年第３回
神奈川県議会に報告した。


