
局名 部名

環境農政局 水・緑部

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）神奈川県では、良質な水の安定的確保を図るため、個人県民税の超過課税(水源環境保全税)を財源に、水源
環境保全・再生のための取組を進めています。水源環境税を財源として取り組む事業に係る支出（水源環境保全・再
生事業費）には、水源環境保全課だけでなく、他の所属（自然環境保全センターセンター等）が行う事業に係る水源
環境保全・再生基金への積立金も含みます。
（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。

所属
水源環境保全課

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0517/

第１号様式 
所属進行表 

こんにちは。わたしは、水の妖精しずくちゃん♪ 

水源環境保全・再生のイメージキャラクターを務めているの。 

わたしが応援する水源環境保全課では、｢かながわ水源環境保全･再生

施策大綱｣や｢第２期かながわ水源環境保全･再生実行５か年計画｣に基

づいて水源環境保全・再生事業の企画調整や、保安林の指定・解除、病

虫鳥獣害の防除、民有林の林地開発の規制、生活排水処理施設の整備

などを行っているよ。   
水源環境保全・再生  

イメージキャラクター  

しずくちゃん 

それじゃあ、 

どんなお仕事をしているのか、 

詳しく見ていくね♪ 

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

3,771,921 915,054 400,403 550,041 2,042,841 △ 46,564 3,861,775

69,146 6,355 11,350 45,517 63,222

95,688 35,837 19,990 13,017 9 △ 1,158 67,695

3,936,755 950,891 420,393 569,413 2,054,200 △ 2,205 3,992,692

項目 (再)配当額

事業費 6,178,701 3,209 248,091 1,107,691 2,904,540 1,678,542 5,942,073

維持管理費 0

計 6,178,701 3,209 248,091 1,107,691 2,904,540 1,678,542 5,942,073

49,848 33,585 51,547 37,247 172,227

53,056 281,676 1,159,238 2,941,787 1,678,542 6,114,301

897,835 138,717 △ 589,826 △ 887,587 △ 1,680,747 △ 2,121,609

収
入

収入科目 収入済額

水源環境保全･再生事業収入

国庫支出金(保安林関係含む)

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 18 19 19 19

上記以外の職員

計（人） 18 19 19 19

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0517/


Ⅳ　業務実施状況

１　水源環境保全・再生市町村交付金の交付等

(1)水源環境保全・再生市町村交付金（地域水源林整備）の交付

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

15市町村 15市町村 15市町村 15市町村 15市町村 15市町村 15市町村

729,100 728,700 728,700 728,700 738,700 738,700 738,700

－ － － － 7,900 734,400 734,400

(2)水源環境保全･再生市町村交付金（河川･水路整備）の交付

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

9市町 9市町 9市町 9市町 9市町 9市町 9市町

275,100 275,100 275,100 255,000 228,500 228,500 228,500

－ － － 300 300 228,500 228,500

(3)保安林の指定施業要件変更の処理

　申請された保安林の指定施業要件変更について、審査等の事務処理を行いました。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

49 3 95 46

176 19 86 51

11 4 15 175

予算
実績（期末現在値）

項目

審査

市町村数

交付決定額(千円)

交付確定額(千円)

項目

実績（筆数）

項目

市町村数

交付決定額(千円)

交付確定額(千円)

予算
実績（期末現在値）

　良好な水源環境を保全するため、ダム湖や水源河川に流入する市町村管理の河川や水
路において、生態系に配慮した水辺環境の整備を実施する市町村に対し、事業費を交付
しました。

　 地域における水源保全を図るため、市町村が主体的に取り組む水源林の確保・整備
に対し事業費を交付しました。

累計

193

予定告示

確定告示

332

205

〈整備後；平成23年〉 

〈整備前：平成25年２月〉 

過去の実績：石橋（小田原市） 

〈整備後：平成26年６月〉 

すご～い！ 

わたしたちにとって身近な場所が 

こんなにも自然豊かになるのね(◕ ◡ ◕) 

過去の実績：善明川（厚木市） 

〈整備前：平成21年〉 



２　水源環境保全・再生施策の県民周知活動実施状況
(1)水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムの開催

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

4 0 1 1 1

2,000 0 316 463 88

(2)水源環境保全・再生施策紹介リーフレットの配布

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

21,200 3,826 5,052 7,254 2,615

  各種イベントの来場者等に水源環境保全・再生に向けた取組等を分かりやすく紹介す
るため、リーフレット(「森は水のふるさと」、「支えよう！かながわの森と水」)を配
布しました。

年間目標
（計画）

項目

　水源環境保全・再生施策について情報提供・発信を行うとともに、施策に対する県民
意見を収集するため、県民フォーラム(もり･みずカフェ)を開催しました。

ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布数(部) 18,747

実績

累計

項目

開催回数(回)

ｱﾝｹｰﾄ収集人数(人)

年間目標
（計画） 累計

実績

3

867
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 (単位：部数) (単位：％) 

平成26年度 リｰフレット配布部数 

四半期実績 累積 進捗率 

年間目標 21,200部数 
88%達成!! 

目標には届

きませんでし

た・・・∑(ﾟωﾟﾉ)ﾉ 
 

楽しかったな～♪ 

来年度もみんなに会いに行くからね～(◕ ◡ ◕) 



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

045-210-4352連絡先（電話番号）

所属長評価

　今期は、「第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」に基づ
く「相模川水系上流域対策の推進」について、相模川水系の県外上流域に
おける森林整備及び生活排水対策を周知するリーフレットを配布したり、
パネル展示を山梨県において初めて実施するなど、効果的に目標の達成に
向けて取り組みました。
　一方、県民フォーラムについては、第１四半期に実施しませんでした
が、準備を進めており、来期以降、実績に反映できるよう努めます。

　今期は、これまで県民フォーラムを開催していなかった川崎市におい
て、多くの川崎市民の来場が見込まれる会場で、水源環境保全・再生の取
組みに対する意見を幅広く収集することができました。
　また、当日の県民フォーラムでは、県民会議委員から水源環境保全税を
用いた水源環境保全・再生施策についてパネルやリーフレットの解説等を
通じて広く周知するなど、本県が行う水源環境保全・再生の取組みを着実
に発信することができました。

　「第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」が満了となる平
成28年度には、水源環境保全・再生の取組は「かながわ水源環境保全・再
生施策大綱」で定める全体計画期間20年間において、前半10年の節目を迎
えることとなります。
　そのため、平成27年３月には、県民参加によるプレワークショップを開
催し、これまでの水源環境保全・再生の前半の取組（第１期～第２期５か
年計画の７年間）の成果を県民の皆様にお知らせするとともに、ご意見を
いただくことができました。
　
平成26年度は、以下の目標を達成することができました。
・水源環境保全･再生市町村交付金の活用により、市町村が主体的に取り
組む事業について、効果的に支援することができました。
・これまでの水源環境保全・再生の取組（第１期～第２期５か年計画の７
年間）の成果を、県民の皆様に分かりやすく示して理解を得ながら後半の
10年に繫げるために、施策成果の説明や意見交換を十分に行えるホール会
場で県民参加によるプレワークショップを開催することができました。
・水源環境保全・再生施策の県民周知活動については、平成26年度の目標
を達成できませんでした。これは、プレワークショップを開催することと
したため、イベント回数などを見直したことが主な要因と考えられます
が、平成27年度においても引き続き県民の民様と意見交換を行う総合的な
ワークショップの開催や、他のイベント等において、アンケートやリーフ
レット配布など更なる周知を図り、目標を達成できるよう努めていきま
す。

　今期は、「県民フォーラム」を開催し、神奈川県が推進する水源環境保
全・再生施策に係るこれまでの取組について、「しずくちゃん」が登場す
る様々な催しや夏休みの自由研究の題材提供など、子どもも楽しめるよう
な工夫をして情報発信を行ったことで、幅広く県民の皆様の意見を収集す
ることができました。
　一方、当日配布したアンケートにおいて、水源環境保全税について知っ
ている旨を回答した人が、全体の約15％に留まっていたことから、第３四
半期以降も県民の皆様にさらなる周知を図ってまいります。

☆　もっと詳しく知りたい方はしずくちゃんのFacebookをチェック　☆

https://www.facebook.com/kanagawa.sizuku 

平成26年度も無事に終わりました。ヾ(๑＾∇＾๑)ノ 

かながわの水源環境を守る取組は順調に進んでいるみたいだね。 

わたしもがんばってＰＲしていくからみんなも応援してね～(◕ ◡ ◕)✿ 

☆  これからの「しずくちゃん」出演イベント情報  ☆ 

平成27年８月２日（日）：ＥＣＣフェア（西武東戸塚店） 

平成27年８月25日（火）：観光キャンペーン（山梨県立リニア見学センター） 

平成27年９月５日（土）、６日（日）：水源地域キャンペーン（アピタ長津田店） 

平成27年９月20日（日）：宮ヶ瀬フェスタ夏の陣（宮ヶ瀬湖） 

平成27年11月３日（火）：宮ヶ瀬フェスタ秋の陣（宮ヶ瀬湖） 

※出演イベントが変更となる場合もあります。 

https://www.facebook.com/kanagawa.sizuku

