
局名 部名

県土整備局 事業管理部

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/div/0703/

所属のホームページ

用地課

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式
所属進行表

用地課では、主に県土整備局に属する用地の取得・管理・処分などに関

連する事務を行っています。

具体的には、①道路や河川の整備など県が行う事業のための用地の取得

と取得した用地の登記、②用地取得によって損失が生じる場合に行う損失

補償（※１）に関する運用や指導、③道路や河川として使わなくなった県

有地や国土交通省が所管する国有財産の管理や処分、④土地収用法の施行

に関する事務、⑤用地の取得が難しい案件を抱えている土木事務所の支援、

などを行っています。

※１ 損失補償（物件補償）

道路や河川の整備などの公共事業による用地の取得や建物等の移転により財産に損失が生じ

る土地所有者などに対する財産的な補填のことをいいます。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 17 18 18 18

上記以外の職員

計（人） 17 18 18 18

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 575,417 326 467 1,080 1,792 565,469 569,135

維持管理費 0

計 575,417 326 467 1,080 1,792 565,469 569,135

47,906 31,227 49,146 31,868 160,147

48,232 31,695 50,226 33,660 565,469 729,281

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0703/


Ⅳ　業務実施状況

１　公共事業用地の取得・物件移転補償の審査及び指導

　　用地取得及び物件補償業務の適正化を図るため、下記の①～③の事務について、土木事務所等

　からの協議に対して審査を行うほか、各種の指導を行っています。

　①　公共事業用地の取得に伴う土地の評価について

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

92 10 13 22 26

　②　物件の補償について

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

47 12 7 11 9

　③　物件等の補償額算定について

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50 2 8 7 13

　【参考】用地取得及び補償の概要（数字は、各土木事務所等の再掲）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50,127.51 2,628.29 14,575.05 11,812.48 53,918.52 

4,460,618 786,349 1,442,852 465,655 1,964,825用地補償費(※４) 4,659,681

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　（単位：㎡、千円）

累計

取得面積 82,934.34 

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　（単位：件）

累計

　物件等の補償額
算定及び調査の内
容に関する審査及
び検査

30

項目
前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　（単位：件）

累計

　建物等の補償内
容に関する審査及
び指導

39

前年度実績
（参考）

実績・進捗状況　　　　　　　　（単位：件）

累計

　標準地評価格
（※２）に関する
審査及び指導

71

項目

※２ 標準地評価格

事業箇所を含む、土地の用途的な観点からまとまりのある地域において、面積や形状など概

ね標準的と認められる一の画地（※３）を評価した価格のことをいいます。

※３ 画地

所有者と使用者が同じで、同一の用途又は利用目的に供されているなど、一体的に利用され

ている土地のことをいいます。

※４ 用地補償費

公共事業を進める上で必要な事業用地を取得する際、土地などの権利者に補償する費用のこ

とをいいます。



２　用地取得の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　不用となった県有財産の売却処分

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

99,235 90,265 0 53,087 29,590 0 172,942

305,382 0 967 16,306 288,109 0 305,382

４　国土交通省所管国有財産の譲与

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

91 8 9 7 15 39

項目 実績・進捗状況

　県土整備事業に
係る用地を計画的
に取得するよう、
機動的・集中的に
事務所等を支援

　事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な５事務所８箇所
について支援を行った。

　事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な５事務所８箇所
について支援を行った。

  事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な６事務所８箇所
について支援を行った。

  事務所からの要請に基づき、特に用地取得が困難な６事務所８箇所
について支援を行った。

（参考）用地課のホームページ「主要事業の用地取得の進捗状況等について」
　　　（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f576/）において、県が所管する主要事業に関して、
　　　用地取得の進捗状況等を公表しています。

項目
年間目標
（計画）

売却収入額　　　　　　　　　(単位：千円）

　貴重な財源を確
保するため廃道廃
川敷地等を処分

（前年度実績）

項目
前年度実績
（参考）

譲与件数　　　　　　　　　　（単位：件）

累計

　国土交通省所管
国有財産のうち県
及び市町村管理の
道路敷、河川敷等
について、法定受
託事務として、用
途廃止（※５）し
た国有財産（普通
財産）を譲与

※５ 用途廃止

道路や河川などの行政目的で使用していた公共用財産（行政財産）について、その使用を止

めて普通財産とすることを言います。用途廃止によって普通財産となった土地等は、売却や譲

渡などの処分ができるようになります。



５　土地収用法関係事務

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　用地・財産管理を担う人材の育成

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

　用地取得や財産
管理を担う人材を
育成するため、対
象者の経験・知識
に応じた効果的な
研修を実施

　新たに用地業務を担当する職員等を対象に、業務に関する基本的事
項をテーマとする基礎研修を行った。また、一定の用地業務経験のあ
る職員等を対象に、物件補償をテーマとする専門研修を行った。

　主に一定の用地業務経験のある職員及び財産管理業務経験のある職
員を対象に、それぞれの専門分野をテーマとする研修を実施した。

  新任の用地業務担当職員を対象にレベルアップを図るフォローアッ
プ研修を、主に用地業務経験のある職員を対象に専門分野をテーマと
する研修をそれぞれ実施し、用地取得を担う人材の育成を図った。

　主に一定の用地業務経験のある職員を対象に、さらなる問題解決能
力の向上を図ることを目的に、専門分野をテーマとする研修を実施し
た。

項目 実績・進捗状況

　土地収用法等関
係法令に基づき、
公共の利益となる
事業に必要な土地
等の収用又は使用
に際して、知事が
所管する事務を施
行

　土地収用法に関する起業者等からの相談・照会に対応した。

　神奈川県土地収用事業認定審議会（※６）の委員を改選（第８期）
し、第１回審議会を開催した。
　土地収用法に基づく代執行請求書を受理した（H28.9.13）。
　土地収用法に関する起業者等からの相談・照会に対応した。

　秦野市から、街路事業用地について土地収用法に基づく行政代執行
の請求があったことを受けて、行政代執行を円滑に実施し、工作物等
の撤去と事業用地の市への引渡しを行った。これにより、歩道が開通
した。

　厚木市の老人憩の家・児童館複合施設整備事業にかかる事業認定を
行った（H29.1.27）。そのほか、土地収用法に関する起業者等からの
相談・照会に対応した。

※６ 神奈川県土地収用事業認定審議会

土地収用法の規定に基づき知事が事業の認定を行うのに際して、意見を聞くために設置され

ています。



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

・不用になった県有財産の売却処分を円滑に行った。
・用地取得を担う人材の育成を図るため、専門研修を効果的に行っ
　た。
・厚木市の老人憩の家・児童館複合施設整備事業にかかる事業認定
  を行うなど、土地収用法に基づく知事が所管する事務を適切に施
  行した。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

・不用となった県有財産で売却が可能なものについては、維持管理費
  の削減と財源を確保するため、計画的に処分した。
・用地取得や財産管理を担う人材を育成するため、対象者の経験・知
  識に応じた効果的な研修を実施した。
・土地収用法に基づく行政代執行や事業認定を行うなど、土地収用法
　に基づく知事が所管する事務を適切に施行した。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

・用地取得や財産管理を担う人材の育成を図るため、専門研修を効
　果的に行った。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

用地課　(045)210-6145連絡先（電話番号）

所属長評価

・不用になった県有財産の売却処分を円滑に行った。
・用地取得を担う人材の育成を図るため、基礎研修や専門研修を効
　果的に行った。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。

・不用になった県有財産の売却処分を円滑に行った。
・用地取得を担う人材の育成を図るため、フォローアップ研修や専
　門研修を効果的に行った。
・秦野市から、街路事業用地について土地収用法に基づく行政代執
　行の請求があったことを受けて、行政代執行を円滑に実施するな
　ど、土地収用法に基づく知事が所管する事務を適切に施行した。
・他の業務についても、適切かつ効果的に執行した。


