
第２号様式
局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)
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

434,500 3,500 144,145 12,638 160,283

182,210 2,278 350 318 7,497 436 10,879

0

0

24,648 9,692 4,658 2,747 3,199 46 20,341

641,358 11,970 5,008 6,565 154,841 13,120 191,503

項目 (再)配当額

事業費 4,077,819 334,120 600,080 816,946 598,079 1,467,774 3,816,999

維持管理費 22,391 2,896 4,663 4,973 5,862 2,870 21,264

計 4,100,210 337,016 604,743 821,919 603,941 1,470,644 3,838,263

196,732 189,373 192,772 193,530 772,407

12,937 1,055 12,882 1,002 27,876

116,823 123,861 240,684

326,492 190,428 329,515 194,531 1,040,967

50,759 51,399 51,532 51,532 205,222

24,348 24,569 24,602 24,602 98,121

401,599 266,396 405,649 270,665 0 1,344,310

738,615 871,139 1,227,568 874,606 1,470,644 5,182,573

△ 726,645 △ 866,131 △ 1,221,003 △ 719,765 △ 1,457,524 △ 4,991,070

Ⅲ　職員配置状況

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 129 131 131 131

収入計(A)

給与 (下記手当を除く)

支出済額

支出計(B)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　　 (＊１)

支
出

事
業
経
費

計

通勤手当

人
件
費

給与計

期末勤勉手当

（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）所属進行表の額を集計しているため、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３）小田原合同庁舎借上料及び維持管理業務に係る経費の一部については、政策局総務室で執行しています。
（注４）大野山乳牛育成牧場に係る経費については、県西地域県政総合センターで執行しています。

業務運営進行表

収入済額

分担金及び負担金

その他

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

　　（所管区域）小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町の２市８町

諸収入

センター名 県西地域県政総合センター

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

常勤職員 129 131 131 131

再任用職員 9 9 9 9

臨時的任用職員 3 11 12 12

非常勤職員 55 53 55 55

計（人） 196 204 207 207

Ⅳ　業務実施状況

１　防犯教室開催状況 

　　地域、学校等からの要請に基づき、振り込め詐欺防止教室や薬物乱用防止教室等の防犯教室を開催する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

14,850人 3,511 5,425 4,342 2,208

２　市町村自治基盤強化総合補助金の交付

　　市町村の行財政基盤の強化を目的として、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

61件 0 61 0 △ 3 0 58

349,000千円 0 309,700 0 9,800 △ 100 319,400

３　大規模小売店舗立地法に基づく縦覧

　　大規模小売店舗立地法に基づき、新増設届出、意見書等の縦覧を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

－ 4 6 2 1 0 13

４　廃棄物対策事業実施状況

　　産業廃棄物処理の適正化を図るため、産業廃棄物排出事業者等の立入検査を行う。　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

40件 21 23 39 20

５　鳥獣保護対策事業実施状況

　（１）鳥獣保護区等の巡視及び狩猟の取締り

　　　　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、鳥獣保護員による鳥獣保護区等の巡視を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

684日 92 90 252 250

項目
年間目標
（計画）

事業数

15,486

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

防犯教室開催状況

(注）年間目標（計画）の欄は、各市町の要望件数及び金額の合計です。

累計

103

項目
年間目標
（計画）

（注）常勤職員には、岩手県及び宮城県派遣職員計２人を含みます。

縦覧件数　　　　　　　　　　(単位：件)

縦覧件数

実施件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

立入検査件数

（注）常勤職員には、市町村派遣職員１１人を含みます。

巡視日数 684
（注）非常勤鳥獣保護員１９人による年間延べ日数

交付決定額

項目
年間目標

（計画人数）
実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

配置職員数

年間目標
（計画）

実施日数　　　　　　　　　　　　（単位：日）　

累計
項目



　（２）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

　　　補助を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

18件 16 1 1 0 0 18

13,191千円 13,127 23 41 0 0 13,191

６　公害防止対策事業実施状況

　　公害の発生を防止するため、公害関係法令及び県生活環境の保全等に関する条例の対象となる事業所等の立入検査を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

83件 38 37 36 36

７　工業保安対策事業実施状況

　　災害、事故等を未然に防止するため、銃砲、火薬類、高圧ガス等の製造事業所、販売業者、電気工事業者等の立入検査等を

　実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

94件 10 35 55 11

８　農業農村整備事業　工事実施状況

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

10件 0 5 6 0 0 11

760,200千円 0 187,616 529,837 88,723 0 806,176

９　農業農村整備事業　委託業務実施状況

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

13件 2 7 7 0 0 16

125,400千円 19,678 33,600 79,600 7,450 0 140,328

１０　直接支払推進事業実施状況

　　（１）直接支払推進事業費補助金の交付

年間目標
（計画）

                      委託業務契約件数 及び 契約金額

実施件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

立入検査件数 147

項目
年間目標
（計画）

委託業務契約件数

委託業務契約金額

農道の新設及び改良や農業用用排水路の改良についての整備工事を実施する。

                      工事契約件数 及び 契約金額 （単位：件・千円）

　　農道や農業用用排水路の調査・設計、ほ場(田、畑）整備事業の計画及び農業用水を利用して発電する小水力発電に係る調査
　などについての委託業務を実施する。

年間目標
（計画）

工事契約件数

工事契約金額

（単位：件・千円）

　　　経営所得安定対策を推進するため、市町村に対して、現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成す
　　る。

項目

項　　　目

年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

交付決定件数（件）

交付決定額（千円）

項目
年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

立入検査件数 111

項目

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

７市町 0 7 0 0 0 7

5,461千円 0 5,461 0 371 △ 47 5,785

１１　農とみどりの整備事業実施状況

　　（１）農とみどりの整備事業費補助金の交付

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

5市町 5 0 0 0 0 5

33,000千円 33,000 0 0 0 0 33,000

１２　中山間地域等農業活性化支援事業

　　（１）中山間地域等農業活性化支援事業費補助金の交付

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

3市町 2 0 1 0 0 3

4,619千円 224 0 4,395 0 0 4,619

１３　間伐材搬出促進事業実施状況

　　（１）間伐材搬出促進事業補助金の交付

　　　　　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

9,400 ㎥ 597 550 2,553 1,814 0 5,514

85,000千円 7,765 3,712 23,758 22,909 0 58,144

１４　林道事業実施状況

　　　林道の開設、改良等に伴う工事を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

16 件 1 5 8 0 0 14

600,117千円 8,408 296,693 233,162 46,104 0 584,367

市町村数

交付決定額

　　　　　　　　　　　　　交　付　決　定　額　等　　　　　(単位：市町・千円）

交付決定額

　　　　　　　　　　　　　交　付　決　定　額　等　　　　（単位：市町・千円）年間目標
（計画）

　　る。

市町村数

　　　中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、農業生産の維持向上と多面的機能を確保するため、農業者が行う農
　　業生産活動等を支援する費用及び市町村が行う推進活動に対して、中山間地域等農業活性化支援事業費の一部を助成す
　　る。

項　　　目

年間目標
（計画）

契約件数

契約金額

項　　　目

　　　農業生産基盤の整備を図るため、国庫補助事業の対象とならない小規模な農業用の用排水路及び取水施設、農道など
　　の整備を実施する市町村に対して、農とみどりの整備事業費の一部を助成する。

項　　　目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　　　交　付　決　定　額　等　　　　（単位：市町・千円）

市町村数

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：㎥・千円)

間伐材搬出量

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

工事契約件数及び契約金額　　　　　　(単位：件・千円)



１５　治山事業実施状況

　　　災害を受けた森林の復旧や、山地災害の防止を図る治山工事を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

17 件 6 9 5 0 0 20

565,005千円 84,328 298,850 100,668 77,904 0 561,750

１６　水源の森林づくり事業実施状況

　　（１）水源林整備業務等発注件数

　　　　　間伐、枝打等の森林整備や水源林を確保するための測量等を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

42 件 9 31 12 3 0 55

655,744千円 109,223 412,846 63,178 29,826 0 615,073

　　（２）協力協約推進事業補助金の交付

　　　　　市町と森林所有者が協力協約を締結した森林の整備等に対し、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市町 0 0 4 0 0 4

53,056千円 0 0 53,311 0 0 53,311

１７　業務実績

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

項目

［地域防災対策］
　地震、風水害などの災害に備え、危機管理体制を整備す
るとともに防災訓練を実施する。また、管内市町の防災訓
練に市町連絡員を派遣するほか、合同で訓練を実施するな
ど連携を強化する。

　災害時の緊急配備体制を整備するとともに、現地災害対
策本部訓練や同本部事務局設置訓練、防災資機材訓練など
を実施した。

　市町をはじめとした関係機関との連携強化を図るために
県西地域地震災害対策図上訓練や足柄上広域防災活動拠点
訓練等を実施した。

 緊急参集訓練時に併せて現地災害対策本部対応強化訓練
等を実施した。

 管内市町や防災関係機関等と連携して帰宅困難者対策訓

実績・進捗状況

［庁舎管理業務］
　小田原合同庁舎の庁舎管理者として、管理運営などを行
う。

　夏季の電力不足に対応するため、入庁機関と協議のもと
節電実行計画を決定し、節電・節減に取り組んだ。

　施設利用者や入庁機関の協力のもと、節電、節減に取組
んだ結果、夏季期間（7～9月）の消費電力量は平成22年度
対比30％超減を達成した。

交付決定額　　　　　　 　　(単位：市町・千円)

年間目標
（計画）

工事契約件数及び契約金額　　　　　　(単位：件・千円)

契約件数

契約金額

項目

年間目標
（計画）

市町村数

交付決定額

項目

森林整備業務等契約件数及び契約金額　　　　(単位：件・千円)

契約件数

年間目標
（計画）

契約金額

項目

　冬季の電力不足に対応するため、入庁機関と協議のもと
節電実行計画を決定し、節電・節減に取り組んだ。
　施設利用者や入庁機関の協力のもと、節電、節減に取組
んだ結果、冬季期間（1～3月）の消費電力量は平成22年度
対比19％超減を達成した。

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　副知事と副市町長の懇談会を実施し、県の緊急財政対策
についての意見交換を行った。

　西湘地域及び足柄上地域で知事と市町首長との懇談会を
実施し、県政に対する各市町の要望の聴取や県西地域の活
性化に関する意見交換を行った。

知事の出席を得て県西地域総合調整会議を開催し、県政情
報の共有化を図った。また、副知事と副市町長との懇談会
を開催し、県西地域の活性化等に関する意見交換を行っ
た。

【管内市町、県機関等を対象とした総合調整】
　知事と首長との懇談会、県機関を対象とした県西地域総
合調整会議などを開催する。

　黒川副知事の出席を得て県西地域総合調整会議を開催
し、県政情報の共有化を図った。また、足柄上地区広域行
政協議会を開催し、足柄上地域１市５町の広域課題につい
て意見交換を行った。

 管内市町や防災関係機関等と連携して帰宅困難者対策訓
練等を実施した。

［青少年健全育成業務］
　青少年の健全育成を推進するため、青少年指導員による
連絡協議会等の運営、街頭キャンペーン及び青少年関係条
例に基づく立入調査等を実施する。

　県西地域青少年指導員連絡協議会を開催するとともに、
青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条例に基づく
立入調査を実施した。

　青少年社会環境健全化推進街頭キャンペーンと会議、県
西地域青少年指導員活動研究会及び県西地域青少年指導員
連絡協議会を開催するとともに、青少年保護育成条例及び
青少年喫煙飲酒防止条例に基づく立入調査を実施した。

　青少年社会環境健全化推進街頭キャンペーン及び青少年
健全育成講演会を開催するとともに、青少年保護育成条例
及び青少年喫煙飲酒防止条例に基づく立入調査を実施し
た。

　県西地域青少年指導員連絡協議会を開催するとともに、
青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条例に基づく
立入調査を実施した。

【地域活性化に向けた取組み】
「箱根ジオパーク」の推進に向けた取組みを実施するほ
か、ＡＳＨＩＧＡＲＡアートフェスティバル及び神奈川
チェンソーアート競技大会の開催、活性化プロジェクトの
検討などを行う。

　箱根ジオパークガイド連絡会を開催したほか、ＡＳＨＩ
ＧＡＲＡアートフェスティバル及び神奈川チェンソーアー
ト競技大会の実行委員会を立ち上げた。

　箱根ジオパークのガイド講座及びジオツアーを実施した
ほか、ＡＳＨＩＧＡＲＡアートフェスティバル、神奈川
チェンソーアート競技大会の実行委員会を開催した。

箱根ジオパークのジオツアーを実施したほか、ＡＳＨＩＧ
ＡＲＡアートフェスティバル、神奈川チェンソーアート競
技大会を開催した。

　箱根ジオパークのガイド講座及びジオツアーを実施した
ほか、ＡＳＨＩＧＡＲＡアートフェスティバルプロジェク
ト会議を開催し民間活動団体への引継ぎを行った。さら
に、県西活性化活性化プロジェクトの進捗状況等につい
て、地域政策課と情報の共有を図った。



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期
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第１・四半期

　管内市町・関係団体との連携のもと、「かながわ県西地
域おでかけキャンペーン」第２弾を実施し、県西地域への
誘客に努めた。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導を行った。管内市町担当者を対象とした公害担当
者会議及び水質事故対応技術研修会を実施した。

【県西地域の地域振興】
　管内市町・関係団体等との連携により、県西地域の
観光情報の発信など、地域振興に資する事業を実施する。

　広域観光圏事業等に参画し、管内市町・関係団体と、施
策事業について情報交換を行った。また、登録いただいた
方を対象に、電子メールによる観光情報の提供を行った。

　管内市町・関係団体との連携のもと、「かながわ県西地
域おでかけキャンペーン」第３弾を実施し、県西地域への
誘客に努めた。

　鳥獣保護員の任命及び打合会議、狩猟免許更新講習の受
付、有害鳥獣等の捕獲許可などの事務を行った。モデル地
区で地元住民、ＪＡ、市、農政部と連携して野生鳥獣によ
る農業被害対策を行った。

【廃棄物関係事前審査・技術指導】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、許
認可事務の事前審査、技術的指導等を行う。

　不適正保管事業者に対する是正指導を行ったほか、産業
廃棄物処理業等の許可、事前相談への対応、技術的指導等
を行った。

　管内市町・関係団体との連携のもと、「かながわ県西地
域おでかけキャンペーン」第１弾を実施し、県西地域への
誘客に努めた。

　狩猟者登録や有害鳥獣等の捕獲許可などの事務を行っ
た。狩猟解禁にあたり、鳥獣保護員、猟友会及び警察署と
の狩猟取締会議を開催するとともに、環境部職員及び鳥獣
保護員による狩猟パトロールを行った。
　有害鳥獣等の捕獲許可などの事務を行った。狩猟期間中
は、環境部職員及び鳥獣保護員による狩猟パトロールを
行った。

　不適正保管事業者に対する是正指導や県民からの通報を
受けて立入りを行ったほか、産業廃棄物処理業等の事前相
談への対応、技術的指導等を行った。

　不適正保管事業者に対する是正指導や県民からの通報を
受けて立入りを行ったほか、産業廃棄物処理業等の事前相
談への対応、技術的指導等を行った。

　狩猟免許試験及び狩猟免許更新講習の受付、有害鳥獣等
の捕獲許可などの事務を行った。野生鳥獣による農業被害
対策として、地元住民、ＪＡ、市、農政部と連携して電気
柵設置によるモデル展示ほ場を整備した。

　不適正保管事案にに対する継続的な是正指導・立入検査
の実施のほか、廃棄物処理事業者等からの事前相談対応や
技術的指導を行った。また、他県での爆発事故を受け、廃
油を取扱う処分業者に対し受入管理体制等について重点的
な立入検査を実施した。

【鳥獣保護管理（狩猟免許等事務、捕獲許可関係等事
業全般）】
　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき
鳥獣保護員の配置、狩猟免許更新、狩猟者登録等の事務、
有害鳥獣等捕獲許可等の事務を行う。

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。花火大会等の開催時期に合わせ、煙火の立入を行っ
た。高圧ガス事業者等を対象とした保安講習会で、関係す
る法令や基準について周知徹底をした。警察及び消防と合
同で危険物運搬車両に対する路上検査を実施した。

【工業保安関係法令に基づく許認可・検査業務】
　許認可・届出受理・登録業務、法令に基づく保安検査業
務等を行う。

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。液化石油ガス販売報告書等の受付を行った。工業保安
関係団体の総会、連絡会議等に出席した。

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。花火大会の開催時期に合わせ、煙火の立入を重点的に
行った。高圧ガス事業者等を対象とした保安講習会で、関
係する法令や規準について周知徹底をした。

　工業保安関係の事前相談への対応、技術的指導を行っ
た。電気工事業法、武器等製造法に基づく立入検査を実施
した。

【公害関係法令・条例に基づく許認可審査に係る調整業
務】
　許認可業務に関し、申請者からの電話や来庁しての相談
受付、指導、助言、市町村との調整業務を行う。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導や県民からの苦情に対する改善指導を行った。

　事業用地土地賃貸借料支払事務を完了し、意向調査結果
による次年度農園利用方法の検討及び新規農園確保の調整
を関係機関と実施し、農園巡回指導を引き続き実施した。

　農作業を継続希望の研修終了者から耕作実績及び栽培技
術の習得状況を勘案し、ホームファーマー生を決定した。
また、新年度に向け新規農園の整備、利用者の決定を実施
した。

【中高年ﾎｰﾑﾌｧｰﾏｰ(ｵﾚﾝｼﾞﾎｰﾑﾌｧｰﾏｰ)事業の運営調整】
　県が耕作放棄地を借り受けて、農園・果樹園として整備
後、農園として開設し、利用者選考・決定、農地貸付、農
園管理、研修等の取り組みを実施する。

　貸付契約事務、使用料徴収事務、体験研修開催のほか、
農園巡回指導等の取り組みを実施した。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導や県民からの苦情に対する改善指導を行った。食
用油流出が原因と思われる水質事故が同一地点で続いたた
め、油処理に関するお知らせを作成し、周辺住民に注意喚
起した。

　公害関係法令に関する事業者からの事前相談への対応、
技術指導や県民からの苦情に対する改善指導を行った。

　体験研修開催、農地巡回指導及び次年度意向調査等の取
り組みを実施した。また、イノシシ被害による果樹園の法
面崩壊箇所の復旧工事を実施した。

【農地転用等指導】
　農地の転用許可等「農地法」に基づく事務を適正に運用
するため、市町農業委員会への指導を随時行う。

　農地転用許可にあたり、申請者から農業委員会への相談
段階から農業委員会に対し適正な許可へ向けた事前相談・
調整を実施し、必要に応じて申請者にも説明等を行った。

　同上

　同上

　同上
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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

０４６５－３２－８０００（内線２１１１）

所長評価

　年度初めに業務の執行体制を整備するとともに、管内市町・関係団体との調整・連携
を図ることにより、当センター所管業務について適切に対応することができた。

　管内市町・関係団体との調整・連携を図ることにより、当センター所管業務について
適切に対応することができた。

　管内市町・関係団体との調整・連携を図ることにより、当センター所管業務について
適切に対応することができた。

　管内市町・関係団体との調整・連携を図ることにより、当センター所管業務について
適切に対応することができた。

　管内市町・関係団体等との連携・協力のもと、適切かつ円滑な業務運営を行い、活力
と魅力あふれ、安全・安心な地域づくりを推進することができた。

連絡先（電話番号）

【林業普及指導事業】
　森林所有者等を対象に、森林・林業に関する知識や技術
についての普及、指導を行うとともに、試験研究機関との
連携による調査研究等を行う。

　年度計画作成、シイタケ放射性物質検査１件実施

　県西地域林業再生推進協議会１回、シイタケ放射性物質
検査１件実施
　県西地域林業再生推進協議会１回、林業講習会１回、シ
イタケ放射性物質検査２件実施

　県西地域林業再生推進協議会１回、シイタケ放射性物質
検査１件実施、タケノコ放射性物質検査１件実施

【県有土地改良財産の管理】
　県有土地改良財産の目的外使用許可、境界の確認・証
明、用排水路の機能保全のため必要な修繕・管理等を実施
する。

　適正な目的外使用許可申請を指導すると共に、使用許可
に係る使用料の徴収事務を実施した。

　農業用水路において、通水障害を起こすオオカナダモの
除去作業を実施した。また、狭隘な水路法面の危険な除草
作業を回避するため、防草工事を発注した。

　小田原市曽我地区の県有土地改良財産の老朽化に伴う危
険箇所について、補修工事を発注した。

　小田原市永塚地区の管理用地陥没箇所の復旧及びネット
フェンス等の補修工事を発注した。


