
局名 部名

県土整備局 都市部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

交通企画課

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

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

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

第１号様式

所属進行表

交通企画課長の福島です。

交通企画課では、交通施策の総合的企画や調整、鉄道・

バス交通に関する業務、リニア中央新幹線の建設促進に

関する業務を行っています。

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

4,000 2,480 2,480

79,301 945 42,036 20,772 -2,111 61,641

0

83,301 945 42,036 0 23,252 △ 4,592 61,641

項目 (再)配当額

事業費 3,099,982 573 822,872 249,016 808,701 1,122,417 3,003,579

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

4,000 2,480 2,480

79,301 945 42,036 20,772 -2,111 61,641

0

83,301 945 42,036 0 23,252 △ 4,592 61,641

項目 (再)配当額

事業費 3,099,982 573 822,872 249,016 808,701 1,122,417 3,003,579

維持管理費 0

計 3,099,982 573 822,872 249,016 808,701 1,122,417 3,003,579

50,997 34,855 52,972 36,798 175,622

51,570 857,727 301,988 845,499 1,122,417 3,179,202

△ 50,625 △ 815,691 △ 301,988 △ 822,247△ 1,127,009△ 3,117,560

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 19 19 19 19

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 19 20 20 20

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　総合的な交通施策を展開いていくための計画策定の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２　リニア中央新幹線の建設促進

第１四半期

実績・進捗状況

・「かながわ交通計画」の見直しに向けた検
討
・新たな東京圏の都市鉄道の計画について、
ヒアリングなどを通じて、交通政策審議会へ
の働きかけを実施

・５月に交通政策審議会鉄道部会小委員会に
オブザーバーとして参加した。

・７月に交通政策審議会鉄道部会小委員会に
オブザーバーとして参加した。
・８月に交通政策審議会鉄道部会小委員会に
おいて、自治体ヒアリングが実施された。

・10月に「かながわ交通計画」見直しのため
の調査業務委託を発注した。

・１月に交通政策審議会鉄道部会小委員会に
オブザーバーとして参加した。
・２月に国に対して、交通政策審議会の答申
に県提案路線が盛り込まれるよう要望した。
・調査業務委託の結果を踏まえ、「かながわ
交通計画」の見直しに向けた、交通現況の把
握、課題の整理を行った。

項目

項目 実績・進捗状況

・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。
・５月と６月にＪＲ東海との用地連絡調整会
議を計３回開催し、事業用地取得に向けた取
組みを実施した。
・４月に「広域交流拠点整備計画検討委員

第２四半期

第３四半期

第４四半期

・ＪＲ東海等への要望活動の実施
・リニア中央新幹線の事業用地取得への支援
・「広域交流拠点整備計画検討委員会」への
参加

・４月に「広域交流拠点整備計画検討委員
会」、４月と６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
ついて検討を進めた。

・７月に「リニア中央新幹線建設促進神奈川
県期成同盟会」の総会を開催し、８月にＪＲ
東海等へ要望活動を実施した。
・７～９月にかけて、ＪＲ東海との用地連絡
調整会議を計11回開催し、事業用地取得に向
けた取組みを実施した。
・８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。

・11月にＪＲ東海等へ建設促進等の要望活動
を実施した。
・10～12月にかけて、ＪＲ東海との用地連絡
調整会議を計９回開催し、事業用地取得に向
けた取組みを実施した。
・11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。

・１月に「橋本駅周辺地区小委員会」、１月
と２月に「広域交流拠点整備計画検討委員
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、３月に
「広域交流拠点整備計画検討委員会」から相
模原市長に対し、「広域交流拠点整備計画に
関する事項」について答申した。
・１～３月にかけて、ＪＲ東海との用地連絡
会議を計10回開催し、事業用地取得に向けた
取組みを実施した。取組みを実施した。



３　鉄道の輸送力増強や利便性の促進

第１四半期

第２四半期

項目 実績・進捗状況

・神奈川県東部方面線整備の着実な事業進捗
・村岡新駅設置に向けた地域総合交通戦略策
定等の取組の推進
・相模線複線化促進

・６月に新駅実現に向けて、「村岡新駅の実
現に向けた検討会」を開催した。
・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。
・６月に県内市町村に対して鉄道駅舎におけ
るエレベーター設置計画に関する調査を行い
計画的な設置に向けた取組みを実施した。

・７月に神奈川東部方面線の第１四半期の進
捗状況の報告を受け、事業の進捗を確認し
た。
・７月に第１回村岡・深沢地区総合交通戦略
策定協議会を開催した。
・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。また、８月にＪＲ東日本等関係機関への
要望活動を実施した。
・７月～９月にかけて、県及び相模線沿線市
町、経済団体により、「相模線沿線スタンプ
らりー」を実施し、相模線の利用促進と地域
活性化を図った。

・10月に神奈川東部方面線の第２四半期の進
捗状況の報告を受け、事業の進捗を確認し
た。
・10月に第２回村岡・深沢地区総合交通戦略
策定協議会を開催した。
・10月に「ホームドア設置促進連絡調整会議

第３四半期

第４四半期

・相模線複線化促進
・鉄道駅におけるホームドア等の設置促進
・「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

・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28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。
・12月に東日本旅客鉄道㈱横浜支社が運行し
たイベント列車に、県及び相模線沿線市町
が、沿線地域の魅力のPR等で協力し、相模線
及び沿線地域の活性化を図った。

・１月に神奈川東部方面線の第３四半期の進
捗状況の報告を受け、事業の進捗を確認し
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月に神奈川東部方面線の第４四半期の進
捗状況の報告を受け、事業の進捗を確認し
た。
・３月に村岡・深沢地区総合交通戦略を策定
した。
・３月に「相模線沿線活性化協議会」を設置
した。
・３月までに、本年度の補助対象となってい
るホームドアの設置が完了した。



４　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　　

・「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「横浜地域分科会」を設置した。
・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、バス事業者が国庫補助を
受けるための計画を策定した。

・９月に「神奈川県生活交通確保対策地域協
議会」の「横浜地域分科会」で生活交通確保
に係る協議を実施した。

・10～12月に「神奈川県生活交通確保対策地
域協議会」の開催に向けて、バス事業者及び
関係市が行った現地調整のとりまとめを実施
した。

・１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「横浜地域分科会」で生活交通確保
に係る協議を実施した。

項目 実績・進捗状況

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

０４５－２１０－６１８０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や県内の鉄道輸送力増強、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や県内の鉄道輸送力増強、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や県内の鉄道輸送力増強、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、県内の鉄道輸送力増強、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や県内の鉄道輸送力増強、生活交通の
確保に向けた取組みを予定どおり実施した。


