
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

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28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）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。

（注１）常勤職員の内、１人は神奈川県内広域水道企業団へ派遣職員です。
（注２）常勤職員の外、公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺施行財団への派遣職員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、 

(4)水源地域の活性化の調整及び推進に関する事務、等を行っている。 
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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

49,773 49,724 49,724

1,502 634 866 1,501

1,459 789 227 169 261 7 1,453

52,734 1,423 1,094 169 261 49,731 52,678

項目 (再)配当額

事業費 1,027,320 42,974 50,531 468,862 408,798 54,716 1,025,881

維持管理費 0

計 1,027,320 42,974 50,531 468,862 408,798 54,716 1,025,881

69,534 50,054 75,049 52,535 247,174

112,509 100,585 543,912 461,333 54,716 1,273,055

△ 111,085 △ 99,492 △ 543,743 △ 461,072 △ 4,984 △ 1,220,377

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 25 25 25

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 26 29 29 29

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

72 102 130 114 418

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

3 4 3 3 13

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

42 50 51 44

1 0 0 0

４　施設利用状況

①宮ヶ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 34,745 62,293 88,034 18,911

165,962 29,950 53,338 69,172 13,502

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 10,461 17,620 16,199 12,873

54,491 13,055 13,949 15,108 12,379

　　　　②相模湖交流センター

（前年度実績） 54,491

入館者数

入館者数 203,983

57,153

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）

土地買取協議通知件数

項目

土地有償譲渡届出件数

土地買取希望申出件数

年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

条例適用等に係る相談件数

項目 年間目標
（計画人数）

187

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）

項目

（前年度実績） 165,962

累計

開発計画書等提出件数 1

累計

　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）　

　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

 

宮ヶ瀬やまなみセンター[平成９～10年度]      ①宮ケ瀬やまなみセンター 



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

351,500

347,814

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% 35,566 35,499 31,124 21,390

141,000 39,437 39,587 33,262 28,714

項目 年間目標
（計画人数）

アクセス数

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

123,579

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

362,806

347,814

（前年度実績） 141,000

イベント開催時期が流動的な為、四半期ごとの集計を行っておりません。
年間実績としてまとめて翌年度に公表します

○ポータルサイト「神奈川やまなみ五湖ナビ（http://www.suigen.jp/）」 
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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水道事業の広域化等に向けた取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

水道事業の広域化等に向けた新たな検討体制
として水政室を設置し、関係機関と意見交換
を行った。

小中規模の水道事業者を対象に経営基盤強化
に向けた情報交換会を開催し、事業者間で意
見交換を行った。

県西地域の水道事業者が参加する「検討会」
を新たに設置し、広域化等に向けた検討を開
始した。

県内の水道事業者を訪問し、今後見込まれる
水道事業の課題等について説明するととも
に、広域化の進め方について意見交換を実施
した。

県国土利用計画と土地利用基本計画を整
理・統合し、第五次国土利用計画（全国
計画）の内容も踏まえ、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
また、計画策定を通して、市街化調整区
域における土地利用の規制緩和などを行
う。

平成28年度に土地利用基本計画の改定を行う
ことについて、国土利用計画審議会に報告し
た。
一方、市街化調整区域における土地利用の規
制緩和については、土地利用調整会議幹事会
を開催して方向性を決定し、国土利用計画審
議会や県議会に報告した上で、地区計画制度
の改正を行った。なお、開発許可制度につい
ては平成28年度に改正を行うこととした。

第五次国土利用計画（全国計画）の変更が決
定されたため、土地利用調整会議幹事会国土
利用計画部会を開催し、土地利用基本計画へ
の影響等について検証した。

土地利用調整会議幹事会国土利用計画部会の
検討を引き続き行うとともに、詳細な検討を
行うため、ワーキンググループを開催した。
なお、国の考え方を示した通知が遅れたた
め、平成28年度に土地利用基本計画の改定を
目指すこととした。
一方、計画策定を通して取り組むこととして
いた、市街化調整区域における土地利用の規
制緩和については、本年度中に方向性をまと
めるため、関係課長会議等による検討を重ね
た。

実績・進捗状況

第五次国土利用計画（全国計画）の素案が示
されたため、その内容を検証した。

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17
日の神奈川県公報で公告するとともに、同日
付の新聞紙上に掲載されるよう記者発表を
行った

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。また、国の関連事業である地価公
示の県内分の発表準備を行った。

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。

各市町村が担っている水道事業につい
て、適正な広域化等が進められるよう取
り組む。

項目 実績・進捗状況

項目
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④やまなみ五湖水源地域交流の里づくり計画の改定

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

項目 実績・進捗状況

各種法令に基づく事務を適切に行っている。地価調査業務では、国の
関連事業である地価公示の県内調査結果をとりまとめて公表を行っ
た。土地利用基本計画の改定については平成28年度中に実施する旨を
国土利用計画審議会に報告した。また、水道事業の広域化については
県西地域の水道事業者が参加する「検討会」を新たに設置し、広域化
等に向けた検討を開始した。やまなみ五湖 水源地域交流の里づくり
計画については、県民意見聴取の結果を踏まえ計画案をまとめ、県議
会に報告の上、新計画を策定した。その他予定された事業について、
概ね計画どおり実施している。

各種法令に基づく事務を適切に行うとともに、市街化調整区域におけ
る土地利用の規制緩和に係る地区計画制度の改正、水道事業の広域化
に向けた「県西地域における水道事業の広域化等に関する検討会」の
設置、「やまなみ五湖　水源地域交流の里づくり計画」の改定など予
定された事業について、概ね計画どおり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。また、第五次国土利用計画の変更が決定された
ため、土地利用調整会議幹事会国土利用計画部会を開催した。さら
に、水道事業者を訪問し、同事業の広域化の進め方について意見交換
を実施した。その他予定された事業について、概ね計画どおり実施し
ている。

今年度で時限を迎える「やまなみ五湖 水
源地域交流の里づくり計画」について、
次期5年間の取組みの方向性を検討し、計
画改定をおこなう。

現計画の検証を行い、点検結果とりまとめに
向けた作業を行なった。

学識経験者、水源地域住民等からなる次期計
画検討委員会を2回開催し、次期計画の方向性
と骨子案を検討した

次期計画検討委員会を1回開催し計画素案をと
りまとめ、県議会に報告するとともに、県民
意見聴取を実施した。

県民意見聴取の結果を踏まえ計画案をまと
め、県議会に報告の上、新計画を策定した。

045-210-3109連絡先（電話番号）

所属長評価

各種法令に基づく事務を適切に行うとともに、土地利用基本計画の策
定、やまなみ五湖水源地域交流の里づくり計画の改定など予定された
事業について、概ね計画どおり実施している。

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、土地利用調整会議幹事会国土利用計画部会の検討を引き続き行
うとともに、詳細な検討を行うため、ワーキンググループを開催した
また、水道事業広域化に向けた取り組みとして小中規模の水道事業者
を対象に経営基盤強化に向けた情報交換会を開催したほか、やまなみ
五湖水源地域交流の里づくり計画については、次期計画検討委員会を
開催し、計画素案をとりまとめ、県議会に報告するとともに、県民意
見聴取を実施した。その他、予定された事業については、概ね計画ど
おり実施している。
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