
局名 部名

政策局 政策部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属 http://www.pref.kanagawa.jp/di
v/0104/

所属のホームページ

土地水資源対策課

室・課（出先機関は所属）名

（注）常勤職員の外、公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団への派遣職員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)土地利用に係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。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 25 24 24 24

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 29 28 28 28

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 979,824 45,099 52,600 390,187 335,961 73,090 896,937

維持管理費 0

計 979,824 45,099 52,600 390,187 335,961 73,090 896,937

70,164 46,461 70,263 47,611 234,499

115,262 99,061 460,450 383,573 73,090 1,131,436

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



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

290 88 245 239 862

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 0 1 2 6

2 0 0 0 2

1 0 0 0 1

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

45 34 45 45

1 0 1 0

４　施設利用状況

①宮ケ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

254,950 54,224 66,071 128,136 20,126

前年度より増 34,745 62,293 88,034 18,911

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

54,600 12,478 15,193 17,154 14,832

前年度より増 10,461 17,620 16,199 12,873（前年度実績） 57,153

入館者数 268,557

（前年度実績） 203,983

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

入館者数 59,657

　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。

項目
　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）　

累計

条例適用等に係る相談件数 169

開発計画書等提出件数 2

項目 年間目標
（計画人数） 累計

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

　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
　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）

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。

項目
　　　　　　　実績・進捗状況　　　　（単位：件）

土地有償譲渡届出件数

土地買取希望申出件数

土地買取協議通知件数

 

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 ②相模湖交流センター



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

355,000

351,500

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

136,000 42,850 36,960 31,674 28,249

前年度比110% 35,566 35,499 31,124 21,390

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。

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

アクセス数 139,733

（前年度実績） 123,579

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

参加者数 360,057

（前年度実績） 362,806

○ポータルサイト「神奈川やまなみ五湖ナビ（http://www.suigen.jp/）」



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

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。

学識者に意見を聴いた上で改定骨子案を作成
し、全庁照会を行った。

改定骨子案について、市町村との意見交換を
行い、庁内調整を行った上で、国土利用計画
審議会に報告するとともに、第３回県議会定
例会（前半）に報告した。

改定骨子案への意見を踏まえ、改定素案を作
成し、市町村との意見交換を行い、庁内調整
を行った上で、国土利用計画審議会に報告す
るとともに、第３回県議会定例会（後半）に
報告した。

県民意見募集を行った上で改定案を作成し、
市町村長の意見聴取、国土利用計画審議会へ
の諮問・答申、国土交通大臣協議を行うとと
もに、平成29年第１回県議会定例会に報告を
した上で、新たな土地利用基本計画を策定し
た。

項目 実績・進捗状況

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。

第２回「県西地域における水道事業の広域化
等に関する検討会」を開催し、包括委託の導
入を検討するために各水道事業者の業務量調
査について検討し、実施した。

検討会での業務量調査結果等をもとに、包括
委託の可能性について民間事業者へのヒアリ
ングを実施した。

第３回「県西地域における水道事業の広域化
等に関する検討会」を開催し、包括委託の課
題等を検討した。

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14地点の選定替
を行い、継続地点907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21
日の神奈川県公報で公告した。

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
を行うとともに、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。また、第３
回県議会定例会（後半）で同意を得て、任期
満了の土地利用審査会委員の改選を行った。

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。

項目 実績・進捗状況



第４四半期

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。

第４回「県西地域における水道事業の広域化
等に関する検討会」を開催し、包括委託の課
題等を整理するとともに、この１年間の検討
結果等をまとめた「中間とりまとめ」を作成
した。



④やまなみ五湖水源地域交流の里づくり計画の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

⑤地域再生計画に基づく宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化

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

計画初年度である「やまなみ五湖 水源地
域交流の里づくり計画（平成28年度～平
成32年度）」を、関係機関と連携して着
実に推進し、特に重点的に取り組む施策
である、里の案内人の活動をコーディ
ネートする組織の設置について検討する
とともに、着地型・体験型水源地ツーリ
ズムの実施を目指す。

里の案内人会議を２回開催し、着地型・体験
型ツーリズムの基礎知識を習得するととも
に、観光プランの作成に着手した。

里の案内人会議において、着地型・体験型の
観光プランを作成し、旅行商品として販売を
開始した。

里の案内人会議を開催し、里の案内人の役割
とその活動をコーディネートする役割を担う
組織や人について検討を行った。また、着地
型・体験型ツーリズムについては、複数の観
光プランを作成・販売した。

有識者や里の案内人等で構成するフォロー
アップ会議を開催し、計画の進捗状況の検証
等を行った。
里の案内人により複数の着地型・体験型の観
光プランが作成され、旅行商品として販売し
た。

項目 実績・進捗状況

宮ヶ瀬湖周辺地域において観光を通じた
地域活性化を推進するため、地域再生法
に基づく地域再生計画を策定し、さらに
国が創設した「地方創生推進交付金」を
活用した事業を展開することにより、地
域全体の魅力を向上させ、新たな観光地
域づくりを図る。

－

－

宮ヶ瀬湖周辺地域に係る地域再生計画を策定
し、内閣総理大臣による認定を受けるととも
に、観光資源のニーズ調査等について地方創
生推進交付金の内示を受けた。

宮ヶ瀬湖周辺地域における新たな観光地域づ
くりの基礎調査として、地方創生推進交付金
を活用し、観光資源ニーズ調査及び来訪者の
動態調査を実施した。



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

連絡先（電話番号） 045-210-3109

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改
定骨子案の作成や「やまなみ五湖　水源地域交流の里づくり計画」の
推進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。
・地価調査業務においては、921地点の基準地価格の公表を適切に行
　った。
・土地利用基本計画の改定においては、改定骨子案について、市町村
　との意見交換を行い、庁内調整を行った上で、国土利用計画審議会
　に報告するとともに、第３回県議会定例会（前半）に報告した。
・水道事業の広域化等に向けた包括委託の可能性について、民間事業
　者へのヒアリングを実施し、また「やまなみ五湖 水源地域交流の
　里づくり計画」の取組として、着地型・体験型観光旅行商品を販売
　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っている。
・土地利用基本計画の改定においては、改定素案について、市町村と
　の意見交換を行い、庁内調整を行った上で、国土利用計画審議会に
　報告するとともに、第３回県議会定例会（後半）に報告した。
・宮ヶ瀬湖周辺地域に係る地域再生計画を策定し、内閣総理大臣によ
　る認定を受けるとともに、観光資源のニーズ調査等について地方創
　生推進交付金の内示を受けた。
・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っている。
・地価調査業務においては、国の関連事業である地価公示の県内調査
　の公表を行った。
・土地利用基本計画について平成29年第１回県議会定例会に報告をし
　た上で、新たな土地利用基本計画を策定した。
・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っている。
・第五次国土利用計画（全国計画）の内容も踏まえた新たな土地利用
　基本計画を策定した。
・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」を開催し、包括委託の可能性について、この１年
　間の検討結果等を「中間とりまとめ」としてまとめた。
・地方創生推進交付金を活用し、宮ヶ瀬湖周辺地域の観光資源ニーズ
　調査及び来訪者の動態調査を実施した。
・その他予定された事業について、概ね計画どおり実施することがで
　きた。


