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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/0716/

所属のホームページ

交通企画課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

交通企画課長の寶珠山（ほうしやま）です。

交通企画課では、交通施策の総合的企画や調整業務として、鉄道・バス交

通に関すること、リニア中央新幹線の建設促進に向けた業務として、早期建

設と県内駅設置に関することを行っています。

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

年間計画額

3,960 3,960 3,960

50 50 50

0

4,010 50 0 0 3,960 0 4,010

項目 (再)配当額

事業費 2,149,562 146 399,867 77,747 403,003 1,212,194 2,092,957

維持管理費 0

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

諸収入

収入計(A)

支出済額

支

事
業
経

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

3,960 3,960 3,960

50 50 50

0

4,010 50 0 0 3,960 0 4,010

項目 (再)配当額

事業費 2,149,562 146 399,867 77,747 403,003 1,212,194 2,092,957

維持管理費 0

計 2,149,562 146 399,867 77,747 403,003 1,212,194 2,092,957

42,535 28,487 44,927 30,753 146,702

42,681 428,354 122,674 433,757 1,212,194 2,239,659

△ 42,631 △ 428,354 △ 122,674 △ 429,797△ 1,212,194△ 2,235,649

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

諸収入

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 16 16 16 17

上記以外の職員

計（人） 16 16 16 17

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0716/


Ⅳ　業務実施状況

１　リニア中央新幹線の建設促進と県内駅設置

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

・ＪＲ東海等への要望活動の実施
・「広域交流拠点整備計画検討委員会」
への参加
・リニア中央新幹線の建設促進に向けた
県民への広報啓発活動の実施

　６月にリニア中央新幹線沿線同盟会の総会
を開催し、国の関係機関に要望活動を行うな
ど、建設促進に関する取組みを実施した。

　７月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川
県期成同盟会」の総会を開催するとともに、
ＪＲ東海等へ要望活動を実施した。また、８
月に「広域交流拠点整備計画検討委員会」、
９月に「橋本駅周辺地区小委員会」に参加
し、リニア駅周辺のまちづくりについて関係
者とともに検討を進めた。

　10月に工事実施計画が認可されたことを受
け、ホームページやリーフレットの改定を行
うとともに、11月にＪＲ東海等へ建設促進等
の要望活動を実施した。また、「橋本駅周辺
地区小委員会」に参加し、リニア駅周辺のま
ちづくりについて関係者とともに検討を進め
た。

・1月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川県
期成同盟会」、「神奈川県東海道新幹線新駅
設置促進期成同盟会」、「相模線複線化等促
進期成同盟会」の３同盟会共催で講演会を開
催し県民理解の促進を図った。また、「橋本
駅周辺地区小委員会」に参加し、リニア駅周
辺のまちづくりについて関係者とともに検討
を進めた。



２　鉄道の輸送力増強や利便性等向上の促進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

・10月に「ホームドア設置促進連絡調整会議
部会」を開催し、平成27年度の設置促進に向
けた取組みを実施した。
・10月に県及び相模線沿線市町・経済団体に
より、「相模線沿線ハイキング」を実施し、
相模線の利用促進、地域活性化を図った。
・11月に「神奈川県鉄道輸送力増強促進会
議」の総会を開催し、鉄道事業者等への要望
活動を実施した。

項目 実績・進捗状況

・「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」
を通じた要望活動の実施
・JR東海道本線の大船-藤沢駅間におけ
る、新駅設置を含む広域的なまちづくり
の推進
・神奈川県東部方面線整備の着実な事業
進捗
・相模線複線化の促進
・鉄道駅（舎）へのホームドア、エレ
ベータの設置促進

・「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」の部
会などを開催し、県内における鉄道の輸送力
増強や利便性の向上に向けた取組みを実施し
た。
・「湘南地区整備連絡協議会」を開催し、新
駅設置を含む広域的なまちづくりに向けた取
組みを実施した。
・５月に「ホームドア設置促進連絡調整会
議」を開催し、計画的な設置に向けた取組み
を実施した。

・７月に「相模線複線化等促進期成同盟会」
の総会を開催し、今年度の事業計画等を決定
した。
・７月に「神奈川県鉄道輸送力増強促進会
議」の理事会を開催するなど、県内における
鉄道の輸送力増強や利便性の向上に向けた取
組みを実施した。
・８月に県、横浜市、鉄道･運輸機構による、
神奈川東部方面線事業の推進に関する会議を
開催し、事業の着実な進捗を確認した。

第４四半期

活動を実施した。

・１月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川
県期成同盟会」、「神奈川県東海道新幹線新
駅設置促進期成同盟会」、「相模線複線化等
促進期成同盟会」の３同盟会共催で講演会を
開催し県民理解の促進を図った。
・３月に県と沿線市町等により、「相模線ア
トムトレイン」の運行を開始し、相模線と沿
線地域の魅力アップを図った。
・「神奈川県鉄道輸送力増強促進会議」で
行った要望に対して、２月～３月に鉄道事業
者からの回答を得た。
・３月までに、本年度の補助対象となってい
るホームドア及びエレベーターの設置が完了
した。



３　生活交通の確保

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　　

項目 実績・進捗状況

・「神奈川県生活交通確保対策地域協議
会」での確保方策の協議
・「神奈川県生活交通ネットワーク計画
協議会」での国庫補助を受けるための計
画策定

　４月に「神奈川県生活交通確保対策地域協
議会」の県西地域分科会を設置するととも
に、５月に県央地域分科会で生活交通確保に
係る協議を実施した。また、６月に「神奈川
生活交通ネットワーク計画協議会」を開催
し、国庫補助を受けるための計画策定を実施
した。

　８月に県内市町村に対して、改正地域公共
交通の活性化及び再生に関する法律等の活用
に関する説明会を実施し、更なる生活交通確
保に向けた取組みを働きかけた。

 11月に「神奈川県生活交通確保対策地域協議
会分科会」及び「神奈川県生活交通ネット
ワーク計画協議会」における協議状況を報告
するため、「神奈川県生活交通確保対策地域
協議会」を開催した。

・１月に「神奈川県生活交通確保対策地域協
議会」の県西地域分科会で生活交通確保に係
る協議を実施するとともに、「神奈川県生活
交通ネットワーク計画協議会」で国庫補助事
業の事業評価を実施した。
・２月に「神奈川県生活交通確保対策地域協
議会」の湘南・県西地域分科会で生活交通確
保に係る協議を実施した。

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

第４四半期

総合評価

 リニア中央新幹線の建設促進、輸送力増強や利便性等向上、生活交
通の確保に向けた取組みを予定どおり実施した。

　リニア中央新幹線の建設促進、輸送力増強や利便性等向上、生活交
通の確保に向けた取組みが着実に進められた。

　リニア中央新幹線の建設促進、輸送力増強や利便性等向上、生活交
通の確保に向けた取組みを予定どおり実施した。

045-210-6182連絡先（電話番号）

所属長評価

　リニア中央新幹線の建設促進、輸送力増強や利便性等向上、生活交
通の確保に向けた取組みを予定どおり実施した。

  リニア中央新幹線の建設促進、輸送力増強や利便性等向上、生活交
通の確保に向けた取組みを予定どおり実施した。


