
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)

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/0703/

所属のホームページ

用地課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

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。

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

413,977 16,131 17,320 13,933 366,594 413,977

収入科目 収入済額

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。

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

413,977 16,131 17,320 13,933 366,594 413,977

0

0

413,977 16,131 17,320 13,933 366,594 0 413,977

項目 (再)配当額

事業費 10,232 1,102 1,533 1,394 1,372 1,296 6,696

維持管理費 0

計 10,232 1,102 1,533 1,394 1,372 1,296 6,696

56,428 36,802 56,513 37,122 186,864

57,529 38,334 57,907 38,493 1,296 193,560

△ 41,398 △ 21,015 △ 43,974 328,101 △ 1,296 220,418

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

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 21 21 21 21

上記以外の職員

計（人） 21 21 21 21

配置職員数

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


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

　　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

　の協議に対して審査を行うほか、各種の指導を行っています。

　①　公共事業用地の取得に伴う土地の評価について

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

72 16 30 20 23

　②　物件の補償について

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

76 5 15 19 16

　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

　標準地評価格
（※２）に関する
審査及び指導

89

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

55

実績・進捗状況　　　　　　　　（単位：件）

※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

81 1 15 14 35

　【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

120,336.84 1,319.00 22,405.31 13,451.66 15,208.32 

6,034,691 431,916 1,847,792 805,488 2,254,662

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　（単位：件）

累計

　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

65

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　（単位：㎡、千円）

累計

取得面積 52,384.29 

用地補償費(※４) 5,339,858

※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。



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

（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.kana
　　　gawa.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。

３　不用となった県有財産の売却処分

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

571,186 16,128 17,320 13,932 366,594 0 413,974

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

４　国土交通省所管国有財産の譲与

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

　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

項目 実績・進捗状況

　事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な９箇所について
支援した結果、１箇所は任意解決により支援完了し、その他３件の契
約を成立させた。

　事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な８箇所について
支援した結果、２件の契約を成立させた。

　事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な８箇所について
支援した結果、１箇所は契約が全て完了し支援終了となり、その他２
件の契約を成立させた。

　事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な８箇所について
支援した結果、11件の契約を成立させた。

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

（前年度実績）

項目
前年度実績
（参考）

譲与件数　　　　　　　　　　（単位：件）

累計第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

106 12 11 14 21

（参考） 累計

　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（※５）し
た国有財産（普通
財産）を譲与

58

※５ 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。



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

項目 実績・進捗状況

　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
所管する事務を施
行

　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。

　神奈川県土地収用事業認定審議会（※６）の委員を改選（第７期）
し、第１回審議会において運営規程等の一部改正を行った。
　また、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。

　国等が施行する道路整備事業の事業認定申請にかかる意見書約7,000
件（全国過去最多の約2,000件（静岡空港）を大幅に上回る大量の件
数）を受理し、国土交通大臣に送付した。また、横浜市から道路整備
事業にかかる事業認定申請が知事あてに行われ、880件の意見書と21件
の公聴会開催請求書をそれぞれ受理した。
　そのほか、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。

　横浜市の道路整備事業にかかる事業認定申請に対する利害関係者か
ら公聴会の開催請求があったことから、土地収用法に基づく公聴会を
県内で初めて開催した(H27.2.1)。全課体制に加え事業管理部各課の応
援を受け、適正かつ概ね円滑に公聴会を開催し無事終了した。

項目 実績・進捗状況

　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

※６ 神奈川県土地収用事業認定審議会

土地収用法の規定に基づき知事が事業の認定を行うのに際して、意見を聞くために設置され

ています。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　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

　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。

　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、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、主に財産管理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、用地取得や財産管理を担う人材
の育成を図った。

　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。



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

所属長評価

・特に用地取得が困難な９箇所について支援した結果、１箇所は任意
　解決により支援完了し、その他３件の契約を成立させるなど、県土
　整備事業用地の計画的な取得に努めた。
・新たに用地業務を担当する職員を対象に基礎研修を実施し、用地取
　得を担う人材の育成を図った。
・不用となった県有財産を売却処分し、維持管理費の削減と財源確保
　に努めた。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

・国等が施行する道路整備事業の事業認定申請にかかる意見書
　約7,000件を受理し、国土交通大臣に送付した。また、横浜市から
　道路整備事業にかかる事業認定申請が知事あてに行われ、880件の
　意見書と21件の公聴会開催請求書をそれぞれ受理するなど、土地収
　用法等に基づき知事が所管する事務を適切に施行した。
・特に用地取得が困難な８箇所について支援した結果、１箇所は契約
　が全て完了し支援終了となり、その他２件の契約を成立させるなど
　、県土整備事業用地の計画的な取得に努めた。
・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、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、主に財産管理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、用地取得や財産管理を担う
　人材の育成を図った。
・不用となった県有財産を売却処分し、維持管理費の削減と財源確保
　に努めた。

・特に用地取得が困難な８箇所について支援した結果、２件の契約を
　成立させるなど、県土整備事業用地の計画的な取得に努めた。
・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、用地取得を担う人材の育成を図った。
・不用となった県有財産を売却処分し、維持管理費の削減と財源確保
　に努めた。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

第４四半期

総合評価

用地課　(045)210-6145連絡先（電話番号）

　に努めた。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

・横浜市の道路整備事業にかかる事業認定申請に対する利害関係者か
　ら公聴会の開催請求があったことから、土地収用法に基づく公聴会
　を県内で初めて開催した。全課体制に加え事業管理部各課の応援を
　受け、適正かつ概ね円滑に公聴会を開催し無事終了した。
・特に用地取得が困難な８箇所について支援した結果、11件の契約を
　成立させるなど、県土整備事業用地の計画的な取得に努めた。
・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、用地取得を担う人材の育成を図った。
・不用となった県有財産を売却処分し、維持管理費の削減と財源確保
　に努めた。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

・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、維持管理費
  の削減と財源を確保するため、計画的に処分した。
・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。
・横浜市から道路整備事業にかかる事業認定申請が知事あてに行わ
  れ、利害関係者から意見書と公聴会開催請求書を受理し、県内初の
  公聴会を適正に開催するなど、土地収用法に基づき知事が所管する
  事務を適切に施行した。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。


