
局名 部名

環境農政局 緑政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

所属のホームページ

水源環境保全課

室・課（出先機関は所属）名

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。水源環境保全税を財源として
　　　　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）が行う事業も含みます。
（注２）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

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♪

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、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など保安林に関するお仕事

・施策の情報を発信したり、県民の皆さんの意見をいただくフォーラム等を開

催するお仕事

特に今年は、５か年計画の最後の年で、来年度から新しい計画が始まるみ

たいだから、みんながんばってるんだ～(*＾＾*)

水源環境保全・再生

イメージキャラクター

しずくちゃん

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 24 25 25 25

上記以外の職員

計（人） 24 25 25 25

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 6,520,756 105,751 357,650 1,471,111 2,697,453 1,729,010 6,360,975

維持管理費 0

計 6,520,756 105,751 357,650 1,471,111 2,697,453 1,729,010 6,360,975

71,525 47,656 71,655 49,398 240,234

177,277 405,306 1,542,765 2,746,852 1,729,010 6,601,210

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注2）

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

1,200 931 931

10,925 55,152 84,821 78,859 489,186 718,943

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

確保面積(ha)

執行額(千円)

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↓

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

（注）　翌年度に歳出予算化する県単独の建設事業等を、当該年度に支出せず、前倒しして発注するために設定す
        る県費債務負担行為のこと。

【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 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ます。プロジェクト
では数値目標の一つに「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、84％となっています。

水源林確保の測量調査において、平成27年度
ゼロ県債(注)による既契約業務の管理を適切
に進めるとともに、第２四半期契約分の発注
準備に努めました。

発注契約業務を進めるとともに、既契約業務
の早期完了に努めた結果、一部の業務につい
ては完了することができました。

第３四半期においても、引き続き発注業務を
早期に進めることで、平成27年度ゼロ県債に
よる契約業務を全て完了することができまし
た。

第４四半期をもって、翌年度へ繰越すること
なく、契約工期内にすべての業務を終えるこ
とができました。また、ゼロ県債を活用し、
翌年度事業の早期発注に努めました。

　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
年間目標
（計画）

執行額　　　　　　　　（単位：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。

ねぇ、しずくちゃん。

水源環境保全課はどんなことをやっているのかな～。

よ～し。

それじゃあ、みんなに教えてあげるね。

～水源のかん養とは～

森林の土は、ふかふかしていて、お水をたくわえることができるんだって。

そうすると、雨が降ってもすぐに川があふれないし、雨が降らない日が続いても、

川の水がすぐになくならないんだ♪

そして、雨水をきれいにしながらゆっくりと川に流して、洪水や水不足の緩和に役

立っているんだよ(*＾＾*)

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


　(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

2,567 2,608 2,608

166,314 486,179 227,043 99,447 1,071,948 2,050,931

２　水源環境保全・再生市町村補助金の交付

　(1)水源環境保全・再生市町村補助金（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

617,400 615,900 615,900 615,900 574,600 574,700 574,700

9,070 9,070 9,070 574,700 574,700

　

交付決定額(千円)

交付確定額(千円)

　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。

項目 予算
実績（期末現在値）　　　　　　（単位：千円）

市町村数

　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。

項目
年間目標
（計画）

執行額　　　　　　　　（単位：千円）　

整備面積(ha)

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。

過去の実績：早川（小田原市）

<整備前：平成22年> <整備後：平成27年>

下草等が回復した様子（相模原市緑区）

<整備直後の状況› <整備後の５年後の状況›

林間が密となって、森林の中が暗く

下草が生えていませんでした

間伐を行ったことで、森林の中に光が入り、

下草が生えてきました

間伐を行い、林木の間隔を広げて

森林の中に光が入るようにしました
森林の間に下草が生えてきて、

土壌が保全されるようになりました



(2)水源環境保全･再生市町村補助金（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

383,800 379,800 379,800 379,800 330,700 330,700 330,700

300 300 330,600 330,600

３　保安林管理関係業務

市町村数

交付決定額(千円)

交付確定額(千円)

　森林には、水源かん養や土砂流出防止などをはじめとする多大な働きがあります。国や都道府県で
は、こうした森林の中で私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を「保安
林」に指定し、その働きが失われないように伐採を制限するなど、行政上の必要な管理を行っていま
す。
　本県では、「水源かん養保安林」「土砂流出防備保安林」「飛砂防備保安林」「魚つき保安林」な
ど、目的ごとに13種類の保安林が指定されています。

（資料：丸山岩三 (1970). 森林水文 農林出版）

　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）

過去の実績：藤野用排水路（伊勢原市）

<整備前：平成25年> <整備後：平成26年›

みんなのためこういった取組を

続けて行くからね♪

すごいなぁ～。

森や川がきれいに整備されたね！

<平成22年>

（飛砂防備保安林：茅ヶ崎市）

飛砂から住宅や道路等を守る保安林

耕地 15t/年・ha森林 2t/年・ha 荒廃地 307t/年・ha

森林は土砂の流出を抑えます。

直線的な河川で、

生物が住みにくい環境でした

河床に礫を敷くことで、

生物や植物の生息域を確保できました



　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

0 148 0 171 319

0 0 157 132 289

0 64 0 11 75

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

6 2 2 1 1 6

4 0 1 1 2 4

開催回数(回)

（前年度実績）

確定告示(注３)

　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）

実績（回数）　　　　　　　（単位：回）

（注１）保安林の働きを保つため、木の伐り方などのルールを決めています。このルールを「指定施
　　　　業要件」といいます。
（注２）指定施業要件を変更する時は、官報などに掲載します。まず、変更する予定であることを神
　　　　奈川県公報に掲載します。これを「予定告示」といいます。もし、森林所有者等が変更内容
　　　　に異議がある場合、告示日から30日以内に異議意見を提出できます。
（注３）予定告示の日から40日を経過した後、官報や県公報に指定施業要件の変更内容を掲載するこ
　　　　とを「確定告示」といいます。これによって、指定施業要件が変更されます。

項目
年間目標
（計画）

実績（筆数）　　　　　　　（単位：筆）

審査

予定告示(注２)

　平成13年の法令改正に伴い、保安林の指定施業要件(注１)の基準が緩和されたため、指定施業要件
を緩和された基準を反映したものに変更する事務処理を行っています。

平成28年度（第４四半期） しずくちゃんの活動の様子

‹1/22 ハマスタ駅伝2017>

‹2/24～3/5 フラワーセンター大船植物園> ‹2/24～3/5 フラワーセンター大船植物園>

<SNSで県産間伐材グッズの紹介>



(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

20,000 2,145 2,874 614 3,006 8,639

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

項目
年間目標
（計画）

実績（部数）　　　　　　　（単位：部）

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 

　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。
　平成28年度第３四半期において、第３期計画に向けてより県民の皆様に分かり易く水源環境保全・
再生施策を紹介できようにリーフレットを新しくしました。
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配
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平成28年度リーフレット配布部数

今年度 前年度

第３期計

画に向け

て新しくし

たよ♪

楽しそうなイベントをやってるみたいね。

わたしも行ってみたいな～。

わたしのFacebookでイベントのお知らせをしているから、

見てくれるとうれしいな♪

平成28年度（第２～第３四半期）かなチャンＴＶで動画をアップしました！

いろんな動画が見れるからこの際に登録してみてね♪

【かながわ水源環境保全・再生

実行５か年計画

「教えて！黒岩さん」 】

個人県民税の超過課税、いわゆる

「水源環境保全税」とかながわの

水源環境を守る取組みについて、

黒岩知事がわかりやすく解説します！

https://www.facebook.com/kanagawa.sizuku
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=rpEplv9CGms&playlist=
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=rpEplv9CGms&playlist=


第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画↓

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/p1081035.html

　平成27年度に行った課題整理、検討の成果を踏まえて、第３期実行５か年計画の案を早期に取りま
とめ、水源環境保全税継続のための県税条例改正に円滑につなげます。
　併せて、第３期実行５か年計画当初からの着実な事業実施と施策効果を上げていくため、新たに取
り組む事業についての具体的な枠組みや基準の整備など、事業実施に向けた仕組みづくりを行いま
す。

項目 実績・進捗状況

「第３期かながわ水源環境保全・再生実
行５か年計画」の策定及び着実な実行に
向けた取組の推進

・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か
年計画（案）を策定しました。

・第３期計画について、第３回定例会（９月
期）において、個人県民税の超過課税（水源環
境保全税）の適用期間を延長する県税条例の一
部改正条例の提案に円滑につなげることができ
ました。
・「第31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、第３期計画に
おける水源環境保全・再生の取組の情報提供・
発信等を行うことができました。

・第３期かながわ水源環境保全・再生実行５
か年計画を策定しました。
・「第33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期計画に向け
て、水源環境を守る取組みを広く周知すると
ともに、県民の皆様と協働して取組みを進め
ていく気運を醸成することができました。

・第３期計画から新たな事業を開始するた
め、水源林づくり事業や市町村補助金事業等
に係る要綱等を年度内に遅滞なく改正するこ
とで、平成29年度からの早期の事業着手に向
けて円滑に手続きを進めることができまし
た。

５　「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の策定及び着実な実行に向
   けた取組の推進

【みんなでつくる森と水～やどりき

水源林のつどい～】

吉本芸人のアホマイルド坂本と、松田

町寄（やどりき）で開催されたイベント

「やどりき水源林のつどい」に参加し

て、

楽しみながら森林の持つ働きについて

【水のふるさとを訪ねてみよう！】

蛇口をひねると当たり前のように流れて

くる水は、どこから流れてきているので

しょうか？

かながわの水の妖精しずくちゃんと、

下流から上流へ水のふるさとを訪ねる

動画です。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7006/p1081035.html
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=trcvvsBCvMc
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=trcvvsBCvMc
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=8O2BctBttpw
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=8O2BctBttpw


第34回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム

（H29.３.11 県立21世紀の森）

個人県民税の超過課税（水源環境保全税）を財源として実施する水源環境保全・再生に係る

これまでの取組・成果について、情報提供・発信等を行うことを目的に実施。

【来場者数】

97名

【開催効果】

・参加者に対して、神奈川県の水源環境

保全・再生の取組をＰＲすることができた。

フォーラムの開催結果大切な水のために水

源は守っていかない

といけないと思う

水がどういう形で自宅に

来るかが分かり、大事

に飲みたいと思った

自然の大切さを学

び、とても勉強になっ

た

県内の自然、水源が

子どもの代でも続くよ

う願っている

体験教室

（葉巻笛作り・ロケットラワン作り）

屋外ブースでは、葉巻笛作りやロケット

ラワン作りの体験教室を行い、自然との

ふれあいを楽しんでいただきました。

会場の様子

（県立21世紀の森 森林館）

パンフレット、パネル、展示物等を用い

て、水源環境保全・再生に係る取り組み

の紹介を行いました。

しずくちゃんによるPR

しずくちゃんによる演出を行うとともに、

風船やきゃらカード等のグッズの配布を

行うことで、小さなお子さまにも関心を

もってもらえるように努めました。

アンケートの実施

お越しいただいた皆さまから多くの貴重

な意見をいただくことができました。

①

②

③

④



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

　今年度は「第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の
最終年度にあたることから、事業の適切な執行管理に努め着実な施策
事業の推進を図るとともに、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す。
  県では、水源環境の総合的な保全・再生を図るため、平成17年11月
に策定した「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」及び「かながわ
水源環境保全・再生実行５か年計画」に基づき、平成19年度から、個
人県民税の超過課税等を財源として、充実・強化して取り組む特別の
対策（12の特別対策事業）を推進していますが、現行計画は、平成28
年度末に終了しますので、次期計画を策定します。
　昨年10月に骨子案について、県民意見募集や市町村への意見照会等
を行い、同年12月から素案について県民意見募集を行うとともに、平
成28年１月から自治基本条例に基づく市町村協議を行いました。
　そして、平成28年６月は、県民意見募集等の結果を踏まえ、計画
（案）を取りまとめることができました。
　今後は、平成28年11月に予定している計画の策定に向けて引き続き
取り組むとともに、県民の皆様へ水源環境保全・再生の取組の周知に
努めていきます。

　今年度の第３四半期が終了し、施策事業の執行計画に基づいて、事
業の適切な執行管理に努め迅速な事業着手を徹底した結果、平成27年
度のゼロ県債による契約業務を全て完了することができました。
　平成28年第３回定例会（９月期）において県税条例の一部を改正す
る条例案が可決され、個人県民税の超過課税（水源環境保全税）の適
用期間が５年間（平成29年度から平成33年度まで）延長されました。
　これに伴い、11月に「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か
年計画」を策定しましたので、平成29年度から水源環境保全・再生の
取組みを引き続き推進していきます。
　また、11月５日には「はまぎんホールヴィマーレ」において、「第
33回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム」を開催しました。
フォーラムでは、第３期計画に向けて、水源環境を守る取組みを広く
周知するとともに、県民の皆様と協働して取組みを進めていく気運を
醸成することができました。
　併せて、第３期計画の着実な事業実施と施策効果を高めていくた
め、新たに取り組む事業について、庁内や関係市町村と調整を図り、
具体的な仕組みづくりに努めました。

　今年度の第４四半期が終了し、年度当初から早期発注に努めた結
果、今年度予定していた業務について年度内に完了することができま
した。そのため、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数値目標の一つである「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」について、目標値を概ね達成することができ、今後も水源の森林
エリア内の私有林を適切に管理していきます。
　第３期計画から新たな事業を開始するため、水源林づくり事業や市
町村補助金事業等に係る要綱等を年度内に遅滞なく改正することで、
平成29年度からの早期の事業着手に向けて円滑に手続きを進めること
ができました。

　今年度の第２四半期が終了し、施策事業の執行計画に基づいて、事
業の適切な執行管理に努め、迅速な事業着手と進行管理を徹底しまし
た。
　また、８月と９月には、第31回及び第32回水源環境保全・再生かな
がわ県民フォーラムをそれぞれ開催し、県民の皆様にこれまでの取組
状況を紹介するとともに、第３期計画における水源環境保全・再生の
取組の情報提供・発信等を行うことができました。
　第３期計画について、第３回定例会（９月期）において、個人県民
税の超過課税（水源環境保全税）の適用期間を延長する県税条例の一
部改正条例の提案に円滑につなげることができました。
　県税条例の一部を改正する条例案が可決された際には、早期に「第
３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」を策定し、11月５
日に開催する大規模フォーラム（第33回水源環境保全・再生かながわ
県民フォーラム）につなげていきます。

所属長評価



総合評価

045-210-4352連絡先（電話番号）

平成28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･再生市町村補助金の活用により、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。
・事業の適切な執行管理に努めた結果、「第２期かながわ水源環境保
全・再生５か年計画」の最終年度である平成28年度に予定していた業
務について、年度内に完了することができました。
・平成27年度に策定した骨子案及び素案における県民の皆様からの意
見を踏まえ、平成28年11月に「第３期かながわ水源環境保全・再生５
か年計画」を策定することができました。
・平成29年度は「第３期かながわ水源環境保全・再生５か年計画」の
初年度ですので、引き続き事業の着実な推進に取り組んでいきます。

所属長評価

いろんな取組をしているんだね。知らなかった

な～。

ぼくたちが飲んでいる水もこうしてきれいに

なっていくんだね。

そうなんだ（＾＾*）

これからも水源環境を守る取組を進めていく

から、応援よろしくね♪


