
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

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

（注1）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2）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27年４月１日～平成28年3月31日）

所属

所属のホームページ

水源環境保全課

室・課（出先は所属）名

（注）６月に自然環境保全センター水源の森林推進課が水源環境保全課水源の森林推進グループへ組織
再編がありました。４月１日の人員は、６月の組織再編後の人数を示しています。

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です♪ 

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、｢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、将来にわたり良質な水を安定的に県民の

皆さんが利用できるようにするため、いろんなお仕事をしているみたい。 
 

・水源地域の森林を県が確保して、間ばつなどの整備や管理をするお仕事 

・良好な水源地域の環境を守る市町村に対して補助をするお仕事 

・土砂の流出を防ぐ森林に関する事務手続きをするお仕事   

・施策の情報を発信したり、県民の皆様の意見をいただくフォーラム等を開

催するお仕事 

水源環境保全・再生  

イメージキャラクター  

しずくちゃん 

ねぇ、しずくちゃん。 

水源環境保全課がどんなことをやっているか知りたいな。 

それじゃあ、みんなに教えてあげるね。 

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

3,864,294 618,360 470,332 590,186 2,067,404 -165,762 3,580,520

56,774 6,681 12,108 15,612 34,401

111,212 43,096 23,661 37,820 4,182 -417 108,342

4,032,280 661,455 493,993 634,687 2,083,694 △ 150,566 3,723,263

項目 (再)配当額

事業費 6,554,334 102,910 224,540 1,309,275 2,961,731 1,762,085 6,360,541

維持管理費 0

計 6,554,334 102,910 224,540 1,309,275 2,961,731 1,762,085 6,360,541

61,946 46,269 69,161 49,909 227,285

164,856 270,809 1,378,436 3,011,640 1,762,085 6,587,826

496,600 223,184 △ 743,749 △ 927,947 △ 1,912,651 △ 2,864,563

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 23 24 24 24

上記以外の職員

計（人） 23 24 24 24

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　水源林づくり事業に係る執行状況 

　(1)水源林確保事業

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

1,108 920 920

61,842 87,621 16,524 197,817 536,593 900,397

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　(2)水源林整備事業

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

2,394 2,381 2,381

204,245 345,448 374,320 263,315 827,114 2,014,442

２　水源環境保全・再生市町村交付金の交付

　(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

681,000 681,000 681,000 681,000 663,000 663,000 663,000

9,300 653,700 663,000

 水源かん養機能等の公益的機能の高い森林を育成するため、県が水源の森林づくり事業において確
保した森林の整備及び管理を実施するとともに、水源林管理道の整備を行います。

執行額(千円)

（注）一般会計のほか、水源環境保全・再生事業会計も含みます。

かながわグランドデザイン実施計画プロジェクトの数値目標の詳細はこちらから↓

交付決定額(千円)

予算

 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
を交付します。

執行額　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 水源かん養などの森林の持つ公益的機能の向上、良質な水の安定的な確保を図るため、水源地域の
私有林を県が契約等によって確保して、森林の公的な整備・管理を実施します。

項目
実績（期末現在値）　　　　　　　　　　(単位：千円)

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=48

【かながわグランドデザイン　実施計画プロジェクト　№21　自然】　

項目
年間目標
（計画）

確保面積(ha)

執行額　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

整備面積(ha)

執行額(千円)

項目 実績・進捗状況

　本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに位
置づけられている事業です。プロジェクト
では数値目標の一つとして「水源の森林エ
リア内の私有林で適切に管理されている森
林の面積の割合」を掲げており、今年度の

目標値は、82％となっています。

水源林確保業務について、早期発注に努める
など、着実な事業の進捗を図りました。

水源林確保業務について、早期発注に努める
など、着実な事業の進捗を図りました。

着実な事業進捗に努めた結果、今年度の発注
は終了し、現在、確実な進捗等の管理を図っ
ています。

着実な事業進捗に努めた結果、確実な進捗を
図ることができました。

交付確定額(千円)

項目
年間目標
（計画）

（注）一般会計のほか、水源環境保全・再生事業会計も含みます。

市町村数

<整備直後の状況› <整備後の５年後の状況› 

下草等が回復した様子（相模原市緑区） 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf


(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

388,700 388,700 388,700 388,600 328,400 328,400 328,400

300 3,800 324,200 328,300

３　保安林管理関係業務

(1)保安林の指定施業要件変更の処理

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

0 18 67 0 85

308 2 62 0 372

464 359 0 0 823

　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す。

項目

交付決定額(千円)

交付確定額(千円)

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、事業費を交付します。

項目 予算
実績（期末現在値）　　　　　　　　　　(単位：千円)

市町村数

年間目標
（計画）

審査

予定告示

確定告示

実績（筆数）

保安林とは、公益的な機能の発揮が特に期待される森林で、国や都道府県が「水源のかん養」や「土
砂流出の防備」等、期待される森林の機能ごとに指定しています。

過去の実績： 煤ヶ谷（清川村） 

<整備前：平成20年>  <整備後：平成26年> 

過去の実績：恩曽川（厚木市） 

<整備前：平成26年>  <整備後：平成26年› 

みんなのためにがんばってるんだから～♪ 

すごいなぁ～。 

森や川がきれいに整備されたね！ 

飛砂から住宅や道路等を守る 

保安林 

 

（飛砂防備保安林：茅ヶ崎市） 

<平成22年>  



４　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 出納整理期間 累計

4 0 1 1 2 4

600 0 61 39 71 171

(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 出納整理期間 累計

21,200 2,390 2,621 1,716 3,080 9,807

21,200 3,826 5,052 7,254 2,615 18,747

実績

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
します。

ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布数(部)

（前年度実績）

☆　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 

ｱﾝｹｰﾄ収集人数(人)

開催回数(回)

　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、県民フォーラムを開催します。

項目
年間目標
（計画）

項目
年間目標
（計画）

実績

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

配
布
部
数

 

平成27年度リーフレット配布部数 

今年度 前年度 

平成27年度  しずくちゃんが出演したイベントの様子 

昨年の半分くら

いしか配布でき

なかったけど、

来年はがんば

るね(◕ ◡ ◕) 

楽しそうなイベントをやってるみたいね。 

わたしも行ってみようかしら。 

<ゆるキャラ大運動会>  <宮ヶ瀬フェスタ夏の陣>  

<県立21世紀の森>  <伊勢原観光道灌まつり› 

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


５　「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の策定に向けた取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

項目 実績・進捗状況

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」の４年
目にあたり、引き続き特別対策事業を推進し、計画の達成に向けて取り組
みました。
　５月に「第32回水源環境保全・再生かながわ県民会議」を開催し、７月
に開催予定の県民フォーラムの企画内容についての検討や、施策調査専門
委員会・市民事業専門委員会から活動報告が行われました。
　周知・広報活動については、ホームページやフェイスブックでのＰＲに
継続的に取り組むほか、子どもを含めた幅広い世代の県民の皆様に水源環
境保全・再生の取組みを紹介するため、県庁舎公開や商業施設などの様々
なイベントの場で、イメージキャラクター「しずくちゃん」を活用した広
報を実施しました。
　これからも県民の皆様に特別なご負担をお願いしている貴重な税金を活
用していることを踏まえ、着実に事業を推進できるよう努めます。
　さらに、水源環境保全・再生施策について、県民の皆様に理解していた
だけるよう、引き続き周知・広報に取り組みます。

・第26回水源環境保全・再生かながわ県民
フォーラムを開催し、第３期かながわ水源環
境保全・再生実行５か年計画（骨子案）につ
いて説明し、県民の皆様から意見をいただき
ました。また、パブリック・コメント（10月
９日～11月８日）を実施し、県民の皆様から
幅広い意見をいただきました。
・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５
か年計画（素案）を策定しました。

・第27回水源環境保全・再生かながわ県民
フォーラムを開催し、第３期かながわ水源環
境保全・再生実行５か年計画（素案）につい
て説明し、県民の皆様から意見をいただきま
した。また、パブリック・コメント（12月18
日～１月17日）を実施し、県民の皆様から幅
広い意見をいただきました。

「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」の20年間（平成19～38年度）の折返し時期が
近づくため、後半10年における課題への対応を含めて、施策の方向性を整理し、第３期
５か年計画策定に向けた取組を進めます。

　新たな課題や前半の状況を踏まえて取り組むべ
き課題に対応して、特別対策事業に盛り込むべき
事業の検討に着手しました。

・第25回水源環境保全・再生かながわ県民フォー
ラムを開催し、県民の皆様にこれまでの取組状況
を紹介するとともに、参加者と意見交換を行いま
した。
・水源環境保全・再生かながわ県民会議が「第３
期実行５か年計画に関する意見書」を知事に提出
しました。
・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年
計画（骨子案）を策定しました。

「第３期実行５か年計画」の策定に向けた
取組

第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素案）↓

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/801592.pdf

平成27年度 水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムの様子 

<討議>  
<計画（骨子案）説明>  

<計画（素案）説明>  <質疑応答>  

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/801592.pdf


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）

平成27年度は、以下の目標を達成することができました。
・水源林づくり事業について、早期発注に努めるなど、着実な事業進
捗に努めた結果、確実な進捗を図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。
・今年度は、「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」
の策定にあたり、第25回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム
を開催し、県民の皆様にこれまでの取組状況を紹介するとともに、参
加者と意見交換を行いました。
・また、10月に「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画
（骨子案）」を、１月に「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５
か年計画（素案）」についてそれぞれ説明し、県民の皆様から意見を
いただきました。
・こうした県民の皆様からの意見を踏まえ、来年度は「第３期かなが
わ水源環境保全・再生実行５か年計画」を策定する段階ですので、引
き続きより良い計画策定に向け取り組んでいきます。

　今期は、「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の
策定にあたり、１月に「第27回水源環境保全・再生かながわ県民
フォーラム」を開催し、前期で策定した「第３期かながわ水源環境保
全・再生実行５か年計画（素案）」について説明し、県民の皆様から
意見をいただきました。
　また、12月18日から１月17日にかけて、パブリック・コメントを実
施し、県民の皆様から幅広い意見をいただきました。
　こうした県民の皆様からの意見を踏まえ、次年度には第３期かなが
わ水源環境保全・再生実行５か年計画を策定いたしますので、より良
い計画策定に向けて引き続き取り組みます。

　今期は、「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の策定
にあたり、７月に「第25回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」
を開催し、県民の皆様にこれまでの取組状況を紹介するとともに、参加者
と意見交換を行いました。これにより、水源環境保全・再生の取組の情報
提供・発信等を行うとともに、県民の皆様の意見を幅広く収集することが
できました。
　８月に水源環境保全・再生かながわ県民会議が、県民の皆様の意見を反
映させたうえで、「第３期実行５か年計画に関する意見書」を知事に提出
いたしました。
　また、第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（骨子案）を
策定し、着実に第３期計画の策定に向けて取り組みました。来期には、第
３期計画素案の検討段階に入りますので、引き続き力を入れて取り組みま
す。

所属長評価

　今期は、「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の
策定にあたり、
　また、10月９日から11月８日にかけて、パブリック・コメントを実
施し、県民の皆様から幅広い意見をいただきました。
　こうした県民の皆様からの意見を踏まえ、第３期かながわ水源環境
保全・再生実行５か年計画（素案）を策定することができました。
　次期では、第27回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラムを開
催し、第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画（素案）を
説明させていただく予定です。引き続き県民の皆様からの意見を反映
させた、より良い計画策定に向けて取り組みます。

ぼくたちのためにこんなにいろんなことをしてく

れているなんて知らなかったなぁ～。 

分かってくれてうれしいな（＾＾*） 

これからも水源環境を守る取組みを進めてい

くから、応援してね♪ 


