
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　総務部 

（１）防犯教室実施状況 

　　　学校や地域の要請に応じ、子どもの防犯教室や薬物乱用防止教室など、各種の防犯教室を実施する。　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

220 51 53 53 57

- 67 50 56 69

（２）地域防災対策の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

242

（注１）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、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

(注）常勤職員には、市町村派遣職員11人を含みます。
(注）常勤職員の外に、市からの派遣職員１人が配置されています。

項目
年間目標

（計画回数）

実績　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

防犯教室実施回数 214

（前年度実績）

　振り込め詐欺防止などの一般防犯教室は、自治会からの要請に基づく実施から、より多くの県民が参加できる公開型講座へ
転換を進める。

項目 実績・進捗状況

　地域の防災拠点として、現地災害対策本部や広域防
災活動拠点の運営訓練を実施するなど、防災対策を推
進する。

  湘南現地対策本部設置訓練、防災資機材訓練、職員安否
確認訓練等を実施した。

　湘南現地対策本部設置・運営訓練、広域防災活動拠点
（2箇所）運営訓練、広域防災活動備蓄拠点運営訓練等を
実施した。

　職員緊急参集訓練、市町連絡員派遣訓練、防災資機材訓
練等を実施した。

　新たに民間の一時滞在施設が加わった帰宅困難者対策訓
練を実施した。また、平塚市ビルメンテナンス業協同組合
と「災害時における応急復旧の協力に関する協定」を締結
した。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　管内における県行政の企画・総合調整、青少年の健全育成、防災対策、地域産業・観光振興、公害の防止、自然環境の保全、地
域農林水産業の振興等を行っている。

　（所管区域）平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町の５市３町

局名 湘南地域県政総合センター　

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

36,150 18,013 9,934 27,946

22,155 22,155 45 3 22,202

26,785 3,052 5,829 10,579 23,915 3 43,378

85,090 25,207 5,829 28,636 33,852 3 93,526

項目 (再)配当額

事業費 1,566,198 53,673 150,745 260,824 339,741 613,246 1,418,229

維持管理費 60,055 6,049 13,276 15,285 15,880 4,880 55,370

計 1,626,252 59,722 164,020 276,109 355,622 618,126 1,473,599

123,858 118,665 119,474 119,626 481,623

8,941 607 8,780 697 19,025

77,395 79,495 156,890

210,195 119,272 207,748 120,323 657,537

34,254 34,419 33,786 33,830 136,289

16,625 16,698 16,350 16,361 66,033

261,074 170,388 257,883 170,513 0 859,859

320,796 334,408 533,992 526,135 618,126 2,333,458

△ 295,590 △ 328,580 △ 505,356 △ 492,283 △ 618,123 △ 2,239,932

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

分担金及び負担金

使用料及び手数料

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 89 90 88 88

再任用職員 8 8 8 8

臨時的任用職員 1 2 2 3

非常勤職員 25 26 26 25

計（人） 123 126 124 124

配置職員数



（３）平塚合同庁舎の管理

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　企画調整部 

（１）観光情報の発信

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

25,000 5,226 4,603 4,664 6,020

(17,032) 1,501 3,693 5,726 6,112

（２）補助金交付状況

　　市町村自治基盤強化総合補助金の交付

　　　市町村等の行政機能及び財政基盤の強化を図るため、市町村等が実施する事業に対し、補助金を交付する。

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

８市町 0 8 0 0 0 8

－千円 0 296,300 0 △ 26,600 0 269,700

（３）　新たな観光の核づくりの推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（４）市町の広域的課題の解決への支援

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　環境部 

（１）高圧ガスの適正管理の推進

　高圧ガス製造事業所等の法令遵守状況について検査・指導を行う。

(単位：回)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

106 11 45 28 23

(97) 10 39 31 17

　　　当センターホームページの「観光情報ひろば湘南」を活用し、湘南地域の最新の観光情報を発信する。また、湘南地域を東
　　海道沿線、小田急沿線の地域に分け、観光スポット、観光ルート等を外国人旅行者向けに紹介する多言語ガイド(目標３言語)
　　を新たに作成する。

　ホームページ「観光情報ひろば湘南」のアクセス状況

項目
年間目標

(計画件数)

累計

　平塚合同庁舎の庁舎管理者として、施設の維持・修
繕などを行う。

　給水設備の修繕等を実施した。夏季の電力需給対策として、入
庁機関と協議し、平塚合同庁舎の節電対策を決定した。

  施設を適切に維持するとともに、夏季の節電対策を行い、目標
（平成22年度対比で△15％以上）を上回る3割以上の節電を達成
することができた。

  空調設備の補修など施設を適切に維持するとともに、引き続き
節電に取り組んだ。

　空調設備（別館）の補修など施設を適切に維持するとともに、
引き続き節電に取り組んだ。

実績　　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

　　　　　実績

項目 実績・進捗状況

ホームページのアクセス件数 20,513

（前年度実績） 17,032

項目
年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　(単位：千円)

立入検査回数 107

（前年度実績） 97

市町数

交付決定額

項目 実績・進捗状況

　新たな観光の核づくりの構想として認定された大山
地域と大磯地域の提案が着実に実現し、国際的な観光
地として発展するよう、地元市町、関係団体と協働
し、取組を推進する。

　両地域における推進組織に参画し取組の推進を図った。大山地域にお
いては5/31に基本計画がまとまった。また、市町と連携してキックオフ
イベントの検討を行った。管内の大学と連携し、新たな観光モデルプラ
ンの検討会議を設置した。

　8/7に大磯地域の基本計画がまとまった。また、8/17に大山地域の
キックオフイベントを開催した。さらに、大磯地域におけるキックオフ
イベントの開催に向けて検討を行った。
　また、引き続き、管内の大学と連携した新たな観光モデルプランの作
成に向けて、検討会議を開催(２回)した。

　11/17に大磯地域におけるキックオフイベントを開催した。また、管
内の大学と連携した新たな観光モデルプランの作成に向けて、検討会議
を開催（４回）し、最後の検討会議において、３つのプランの発表会を
行った。

 平成26年度の年次計画の策定に向けて検討を行ったほか、大学と連携
し作成した３つの新たな観光モデルプランについて、関係市町及び団体
等と意見交換を行った。

項目 実績・進捗状況

　管内市町の広域行政連携の取組を支援するととも
に、市町と連携して新たな広域行政を推進するための
検討を行う。

　管内における広域行政連携に関する各種会議に参画し、取組の支援を
行った。

　8/5に湘南西部地域における消防の広域化に向けた第１回検討会議に
出席した。
　また、引き続き、管内における広域行政連携に関する各種会議に参画
し、取組の支援を行った。

　管内における広域行政連携に関する各種会議に参画し、取組の支援を
行った。

　管内における広域行政連携に関する各種会議に参画し、取組の支援を
行った。

項目
年間目標

（計画回数）



（２）補助金交付状況

(1) 鳥獣保護管理対策事業費補助金の交付

　　鳥獣の適正な保護と管理を行い、鳥獣等による被害対策等の効果的な実施を図るため、市町が実施する被害対策事業に

　対して補助を行う。

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

12件 12 0 0 0 　　　　－ 12

7,617千円 7,617 0 △ 50 △ 363 　　　　－ 7,204

(2) ヤマビル被害対策事業費補助金の交付

　　深刻化するヤマビル被害に対応するため、市町が地域ぐるみで実施する環境整備活動等のヤマビル対策に対して補助を

　行う。

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件 2 0 0 0 　　　　－ 2

622千円 622 0 0 △ 19 　　　　－ 603

（３）有害鳥獣対策の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

４　農政部 

（１）水源の森林づくり推進状況

　(ア) 水源林確保事業実施状況 

 　　　第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画を着実に推進するため、水源林の確保を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

58.32 0 35.08 2.79 18.69

(53.82) 42.97 10.85 0.00 0.00

　(イ) 水源林整備事業実施状況 

   　　第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画を着実に推進するため、水源林の整備を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

136.92 14.07 90.42 72.79 0.29

(126.04) 0.00 30.93 3.83 91.28

（２）補助金執行状況等

　(ア)　搬出奨励補助金の交付

  　　　間伐材の集材搬出の推進を図るため、間伐材の集材搬出・運搬等を実施した事業者に対し、補助金を交付する。

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

4事業者 1 2 1 3 　　　　－ 4事業者

67,600千円 185 10,145 8,657 20,596 　　　　－ 39,583

　(イ)　農とみどりの整備事業補助金の交付

  　　　農業農村の整備を促進するため、農とみどりの整備事業を実施する市町村に対し、補助金を交付する。

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

5市 5 0 0 0 　　　　－ 5

62,000千円 62,000 0 0 △ 2,325 　　　　－ 59,675

（３）工事執行状況

　(ア)　治山、林道に関する工事

　  　　治山工事により山地災害の復旧や林道の改良等を計画的に行う。

契約件数

2件

3件

6件

11件

22件

交付決定額

項目
年間目標
(計画)

　　　　　　　　　　　交付決定額等　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　

交付決定件数

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　交付決定額等　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　

交付決定件数

項目
年間目標

（計画面積）

実績数　　　　　　　　　　　（単位：ha）　

累計

項目 実績・進捗状況

　有害鳥獣による農業被害を軽減するため、市や農協
等で構成する支援チームで選定したモデル地域におい
て、有害鳥獣の捕獲を促進する。また、地域自らが継
続的・計画的に鳥獣対策を推進する仕組みづくりのた
め、マニュアルの作成等を行う。

　支援チーム会議を開催し、地域実施計画の策定を支援した。ま
た、マニュアル作成に向けた準備を行った。

　モデル地域における鳥獣の出没状況の把握、集落環境調査の実
施など、マニュアル作成の基礎となる調査等を実施した。

　マニュアル作成に向け、モデル地域において引き続き鳥獣の出
没状況の把握を行うとともに、わなによる有害鳥獣捕獲の実証、
マニュアルの調整等を行った。

　モデル地域における鳥獣の出没状況、集落環境調査、わなによ
る有害鳥獣捕獲の実証結果等をとりまとめ、マニュアルを作成
し、平成26年3月開催の支援チーム会議に報告の上、関係団体等
に配布した。

確保面積 56.56

(前年度実績) 53.82

項目
年間目標

（計画面積）

実績数　　　　　　　　　　　（単位：件、ha）　

累計

項目
年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付事業者数

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　(単位：千円)

整備面積 177.57

(前年度実績) 126.04

市町数

交付決定額

時期 執行額 実績・進捗状況

第１・四半期 40,696千円 　治山ダム３基の整備と、林道の法面保護の工事を行っている。

第２・四半期 46,047千円 　治山ダム工事、山腹工事と林道の法面保護の工事を行った。

第３・四半期 59,308千円 　治山ダム工事、山腹工事と林道の法面保護の工事を行った。

第４・四半期 28,493千円 　治山ダム工事、山腹工事と林道の法面保護の工事を行った。

累計 174,544千円 　

注　予算編成に基づき計画的に実施する工事及び工事系委託（設計、測量等）について記載
　　



  (イ)　農業基盤整備に関する工事

　  　  農業経営の安定と生産性の向上を図るため、幹線水路等の農業用施設を計画的に整備する。

契約件数

0件

0件

15件

7件

22件

（４）有害鳥獣対策の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（５）里地･里山の保全･活用

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　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

所長評価

　新たな観光の核づくりに向け、地元の推進組織に参画し、取組を進めるとともに、有
害鳥獣対策や森林づくりなどの事業を市町等と連携し、着実に進めることができた。

　新たな観光の核づくりに向け、キックオフイベントの開催などの取組を進めるととも
に、有害鳥獣対策や森林づくりなどの事業を市町等と連携し、着実に進めることができ
た。

　大磯地域におけるキックオフイベントの開催など、新たな観光の核づくりを推進し
た。また、有害鳥獣対策においてマニュアルづくりを進めるとともに、森林づくりでは
水源林整備を加速し目標を上回るなど、市町等と連携し各事業を着実に進めた。

　平成26年度年次計画の策定に向けて検討を行うなど、新たな観光の核づくりを推進し
た。また、有害鳥獣対策のマニュアルを作成・配布するなど、市町等と連携し、各事業
を着実に進めることができた。

　大山地域及び大磯地域における新たな観光の核づくりについて、キックオフイベント
を開催するなど取組を推進することができた。また、有害鳥獣対策マニュアルの作成・
配布や、目標を上回る水源林整備など、市町等と連携し、各事業を着実に実施すること
ができた。

連絡先（電話番号） 0463(22)9127

時期 執行額 実績・進捗状況

第１・四半期 0千円 第２四半期に執行する工事のための調査や積算等を行った。

第２・四半期 0千円 　農業用水路の改修工事の入札公告等を行った。

注　予算編成に基づき計画的に実施する工事及び工事系委託（設計、測量等）について記載

項目 実績・進捗状況

第３・四半期 177,847千円 　農業用水路の改修工事や業務委託を実施した。

第４・四半期 33,458千円 　農業用水路の改修工事や業務委託を実施した。

累計 211,305千円 　

項目 実績・進捗状況

　里地・里山の多面的機能の発揮とそれらを次世代に
継承するため、地域への働きかけや市町村との連携に
より、里地・里山の保全を促進する。

　県の保全活動の結果、新たに保全活動を行う団体と地権
者との協定が締結され、保全活動面積の拡大を図ることが
できた。

　新たに保全活動を行う団体と地権者との協定を認定し、
補助金を交付決定するなど活動に対する支援を行った。

　保全活動に対する補助金事務を行った。

　保全活動に対する補助金事務を行った。

　有害鳥獣による農業被害を軽減するため、市や農協
等で構成する支援チームで選定したモデル地域におい
て、畑の周囲に簡易な電気柵を設置し、防護効果を検
証するとともに、現地で被害防止策を指導する。

　モデル地域において、被害対策用の簡易電気防護柵の設
置を行った。

  モデルほ場の電気防護柵周囲に設置した監視カメラ等で
野生鳥獣の侵入状況及び被害状況の調査を実施した。

　モデルほ場において、有害鳥獣被害はなく、抑制効果が
確認できた。

　モデルほ場の電気防護柵周囲に設置した監視カメラで野
生鳥獣の侵入状況の調査を実施した。


