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局

建築住宅
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５月３１日）

所属 http://www.pref.kanagawa.j
p/div/0720/

所属のホームページ

住宅計画課

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

住宅計画課長の羽太です。

住宅計画課は、主に次の仕事をしています。

①県土整備局建築住宅部５課の総合調整を行っています。

②住宅に関する計画等を策定しています。

③上記の計画等に沿って、住宅施策を展開しています。

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 18 18 18 18

上記以外の職員 2 2 2 3

計（人） 20 20 20 21

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 178,526 33,034 40,420 38,788 22,740 40,301 175,283

維持管理費 0

計 178,526 33,034 40,420 38,788 22,740 40,301 175,283

49,214 33,518 52,019 35,194 169,946

82,248 73,938 90,807 57,935 40,301 345,229

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0720/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0720/


Ⅳ　業務実施状況

１　住宅政策の推進（数字で表せるもの） 

　①　神奈川県住宅政策懇話会の開催

回数

－

2

1

1

　②　多世代居住（近居）のまちづくりの推進

回数

－

－

3

－

　③　神奈川県公共住宅供給推進協議会等の開催

　　　住宅政策の担い手である県内市町村等との密接な連絡調整や情報交換を行い、連携を

　　強め、より効率的な住宅施策を展開しています。

回数

3

2

1

1

第３・四半期

第４・四半期
　公営住宅等担当者会議を開催し、住宅施策に係る情報提供及び社
会資本整備総合交付金に関する手続きについて説明し、意見交換を
行いました。

第１・四半期

　県内市町村住宅部局と住宅事業者で構成される「神奈川県公共住
宅供給推進協議会」において幹事会および総会を開催し、前年度の
事業報告と今年度の事業計画について了承を得ました。
　また住宅施策に係る情報提供や講習会等を行いました。

第２・四半期

第２・四半期 －

第３・四半期
　「誰もが生き生きと生活できるコミュニティづくり」をテーマ
に、計３回講座を開催しました。

第４・四半期 －

　公営住宅等担当者会議を開催し、住宅施策に係る情報提供と意見
交換を行いました。また、住生活基本計画及び最近の住宅政策の動
向等について講演会を開催しました。

第１・四半期 －

第３・四半期
　第5回（平成28年度第3回）住宅政策懇話会を開催し、県住生活基
本計画の改定素案等について検討をしました。

第４・四半期
　第6回（平成28年度第4回）住宅政策懇話会を開催し、県住生活基
本計画の改定案を取りまとめ、３月に改定を行いました。

時期

時期 実績・進捗状況

 事例研修会を開催し、公営住宅及びＵＲ（都市再生機構）の建替え
事業の事例を見学しました。

第１・四半期

第２・四半期

　　　　今後の神奈川県の住宅政策の基本方針、施策内容等について広範かつ専門的な見地から
　　　検討を行っています。

時期 実績・進捗状況

－

　第3回・第4回（平成28年度第1回・第2回）住宅政策懇話会を開催
し、住宅政策の基本方向、県住生活基本計画の改定骨子案等につい
て検討をしました。

　　 居住コミュニティの創出・再生を目指し、子どもから高齢者までの多世代が

 　 近くに住み、互いに支え合う、「多世代居住（近居）のまちづくり」に必要な人材を

　  育成するために、担い手養成講座を開催します。

実績・進捗状況



　④　市町村実務者会議の開催

　　　空家対策法の施行に伴い、市町村行政実務者会議を設置し、市町村に対する空き家対策

　　の支援や調整を行います。

回数

―

1

―

1

　④　住まい探しサポーター養成講座の実施

　　　「住まいに関する横断的な知識」を事業者に習得してもらうため、各分野の専門家を

　　講師として招いたセミナーや、実務体験を兼ねた入居支援活動を

　　「住まい探しサポーター養成講座」として開催します。

回数

―

―

4

1

　⑤　東日本大震災の被災者の応急仮設住宅の提供等

　　　東日本大震災の被災者に対し、災害救助法に基づく応急仮設住宅を提供しています。

戸数

64

57

56

53第４・四半期
　岩手県、宮城県、福島県からの被災者に対して、応急仮設住宅を
提供しており、入居管理、駐車場使用料の負担を行いました。
　※提供戸数3月31日現在　27団地　53戸

第１・四半期
　岩手県、宮城県、福島県からの被災者に対して、応急仮設住宅を
提供しており、入居管理、駐車場使用料の負担を行いました。
　※提供戸数６月30日現在　28団地　64戸

第２・四半期
　岩手県、宮城県、福島県からの被災者に対して、応急仮設住宅を
提供しており、入居管理、駐車場使用料の負担を行いました。
　※提供戸数9月30日現在　27団地　57戸

第３・四半期
　岩手県、宮城県、福島県からの被災者に対して、応急仮設住宅を
提供しており、入居管理、駐車場使用料の負担を行いました。
　※提供戸数12月31日現在　27団地　56戸

第３・四半期
　「住まいに関する横断的な知識」を習得するための、住まい探し
サポーター養成講座(理論編)を3回実施し、実際の支援活動を想定し
たシミュレーションを行う同講座(実践編)を1回実施しました。

第４・四半期
　「住まいに関する横断的な知識」を習得するための、実際の支援
活動を想定したシミュレーションを行う同講座(実践編)を1回実施し
ました。

時期 実績・進捗状況

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 ―

第２・四半期 ―

第２・四半期
　市町村への空き家対策に関する情報提供や情報交換を行うととも
に、専門家の講師による技術的支援を行いました。
神奈川県空家等対策計画(モデル計画)を策定しました。

第３・四半期 ―

第４・四半期

　市町村への空き家対策に関する情報提供や情報交換を行うととも
に、専門家の講師による技術的支援を行いました。
　また、情報提供として神奈川県居住支援協議会が先駆的空き家対
策モデル事業で作成した「空き家所有者特定手法マニュアル
（案）」等を配布しました。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 ―



２　良質な住宅の提供等（数字で表せるもの）

　①　高齢者向け優良賃貸住宅の提供等

　　　高齢者向けの、良質で安全な賃貸住宅について、家賃の一部を補助し提供しています。

戸数

187

187

187

198

　②　サービス付き高齢者向け住宅の登録

　　　バリアフリー構造や見守りサービスが備わった「サービス付き高齢者向け住宅」の

　　登録を行っています。

戸数

102

0

67

129

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)6535

第３・四半期 　サービス付き高齢者向け住宅登録数　１件　67戸

第４・四半期 　サービス付き高齢者向け住宅登録数　４件　129戸

所属長評価

　県内市町村や関係機関などと住宅政策に関わる協議や検討を行う
など、円滑な業務遂行に努めました。また、平成28年度熊本地震被
災者への支援（公営住宅等の一時提供）を行いました。

　第1四半期に引き続き、県内市町村や関係機関などと住宅政策に関
わる協議や検討を行うなど、円滑な業務遂行に努めました。

　第2四半期に引き続き、県内市町村や関係機関などと住宅政策に関
わる協議や検討を行ったことに加え、人材育成のための講座を開催
するなど、円滑な業務遂行に努めました。

　第3四半期に引き続き、県内市町村や関係機関などと住宅政策に関
わる協議や検討を行い、県住生活基本計画を改定する等円滑な業務
遂行に努めました。

　年間を通して、県住生活基本計画の改定や空き家対策など、住宅
政策に関わる協議や検討を行うとともに、各種養成講座を実施した
ほか、サービス付き高齢者向け住宅の登録や高齢者向け優良賃貸住
宅を提供するなど、建築住宅行政の推進に努めました。

時期 実績・進捗状況

第１・四半期 　サービス付き高齢者向け住宅登録数　３件　102戸

第２・四半期 　サービス付き高齢者向け住宅登録数　０件　０戸

第２・四半期
　入居者の収入審査、家賃額の決定などの手続きを行いました。
　※　補助戸数　７団地　187戸

第３・四半期
　入居者の収入審査、家賃額の決定などの手続きを行いました。
　※　補助戸数　７団地　187戸

第４・四半期
　入居者の収入審査、家賃額の決定などの手続きを行いました。
　※　補助戸数　７団地　198戸

時期 実績・進捗状況

第１・四半期
　入居者の収入審査、家賃額の決定などの手続きを行いました。
　※　補助戸数　７団地　187戸


