
第1号様式
所属進行表

局名 部名

環境農政局 水･緑部

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　特定第三種三崎漁港の管理者としての業務実施状況（数字で表せるもの）

　①　漁港施設の整備・修築

　　　三崎漁港整備事業による防波堤、橋梁、道路などの整備及び補修

契約件数 執行額(千円）

8 172,351

8 412,354

16 121,262

15 334,756

47 1,040,723

東部漁港事務所

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1740/

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属

（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３）「使用料及び手数料」は、漁港施設使用料、城ヶ島大橋渡橋料及び行政財産使用料を合計したものです。

第３・四半期 進捗率（執行額※／予算額）59.8％

時期 実績・進捗状況

進捗率（執行額※／予算額）14.7％

進捗率（執行額※／予算額）49.9％

第１・四半期

第２・四半期

第４・四半期 進捗率（執行額※／予算額）77.6％

累計 ※散乱物の片付け、工事を伴わない調査、構造物に手を加えない補修は
除外する。

こんにちは、東部漁港事務所です！ 

私たちは、風光明媚な三浦半島の先端に位置し、 

「三崎のまぐろ」で有名な三崎漁港で、次の仕事を 

行っています。 

 

①漁港施設の整備工事  

②岸壁、防波堤、城ケ島大橋など漁港施設や輸送道路  

 の維持管理 

③三崎漁港区域内の国有地の財産管理や許認可業務                                                                                                         

④ゲストバースなどによるプレジャーボート対策 
三崎漁港全景（H26.4 撮影） 

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 16 16 16

再任用職員 1 1 1 1
臨時的任用職員 1 1 1

非常勤職員 1 1 1 1

計（人） 18 19 19 19

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

年間計画額

177,856 143,409 15,479 9,528 11,717 342 180,475

1,101 76 25 482 506 1,089

85 86 86

179,042 143,570 15,504 10,010 12,223 342 181,649

項目 (再)配当額

事業費 1,383,763 89,928 250,838 86,119 228,474 169,763 825,123

維持管理費 27,059 5,040 6,286 6,437 6,360 2,621 26,745

計 1,410,823 94,968 257,125 92,557 234,834 172,383 851,867

23,576 22,401 22,467 22,634 91,078

1,852 199 2,013 132 4,195

14,593 14,918 29,511

40,021 22,600 39,398 22,766 124,784

6,038 6,082 6,082 6,082 24,285

2,979 2,990 2,990 2,990 11,947

49,037 31,672 48,470 31,838 0 161,017

144,006 288,796 141,027 266,672 172,383 1,012,884

△ 435 △ 273,292 △ 131,017 △ 254,449 △ 172,041 △ 831,235

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
使用料及び手数料(注３)

諸収入

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1740/


越波に対応するための護岸嵩上げ工事 　　城ケ島大橋機能保全（長寿命化）工事

　②　漁港施設の維持管理

　　　漁港施設のパトロール、城ヶ島大橋の利用状況

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

120 19 33 46 38 － 136

350,000 90,742 92,806 76,479 78,200 － 338,227

　③ 漁港施設の適正利用の促進

　　　プレジャーボート対策

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

1,600 476 737 299 126 － 1,638

２　業務実績（数字で表せないもの） 
　① 安全・安心への取組

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

城ヶ島大橋通行台数

・三崎漁港内の漁港防災システム基本設計
　業務の見積を公募

項目

・津波による施設安定性の検証が完了
・城ヶ島大橋の強風時の通行止めなどの道路
　情報板の設計が完了
・三崎漁港内の漁港防災システム基本設計
　業務に着手

・津波による施設安定性検証業務を入札公告
・衛生管理エリアの設定に係る事前周知看板
　の視覚強化の実施

・津波による施設安定性検証業務に着手
・城ヶ島大橋の強風時の通行止めなどの道路
　情報板の設計に着手

実績・進捗状況

・Ｌ１レベル※の津波への対応
・異常気象や防災に関する情報伝達施設
　の設計
・東部漁港事務所の災害対応機能の強化
・衛生管理エリアの設定

※施設の供用期間内に発生する可能性が
　高い津波

本港ゲストバース
利用隻数

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　　(単位：回、台)

パトロール実施回数

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　　(単位：隻)

337,985 341,138 338,227 

70,000 

170,000 

270,000 

370,000 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 

   (台) 

城ケ島大橋(全景) 城ケ島大橋通行台数の推移 



　② 三崎漁港の適正利用の促進

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

項目 実績・進捗状況

・｢三崎漁港放置艇対策協議会｣の開
催
・一斉清掃の実施
・三崎漁港ローカルルールの周知

・第3回三崎漁港放置艇対策協議会作業部会を実施、併せ
　て第2回放置艇所有者説明会を実施。
・漁港の適正利用のためのローカルルールについて周知
　を徹底するためリーフレットを作成し、関係機関等に
　配架。
・水上バイク等から海岸利用者の安全を確保するため、
　白秋碑苑前面水域にブイを設置。

・第4回三崎漁港放置艇対策協議会作業部会を実施。
・三崎漁港一斉清掃と併せ環境美化啓発活動を実施。
・バーベキューゴミ対策に向け、利用者アンケートを実施。

・放置艇対策推進重点箇所である西野船揚場の船舶所有
　者に対して対策実施に係る方法等の説明会を実施。
・バーベキュー対策に向け、三浦半島地域ぐるみで連
　携した取組みを進めるため、関係機関と協議を開始。

・第5回三崎漁港放置艇対策協議会を実施。
・城ヶ島未利用県有地に放置艇仮置場を整備し、諸磯に置
　かれていた所有者不明艇２隻を簡易代執行により移動。

東部漁港事務所管理課　046-882-1233

所属長評価

城ヶ島大橋機能保全工事及び二町谷南1号護岸工事(消波ブロック製作・護岸
嵩上工）に着手した。また、台風シーズンを前に海上、陸上からの施設点検
ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施するなどして施設管理を徹底し、台風26号等による被害を最小
限に抑えた。放置艇対策については、撤去・移動に向けた手続き・調整に着
手した。

関係機関との協議等で発注が遅れていた２号魚揚岸壁耐震強化工事や漁港防
災システム設計委託業務を実施した。また、懸案となっている三崎漁港内の
放置艇対策として、放置艇一時保管場所の整備が完了し、簡易代執行による
船舶の移動を実施し、漁港の安全を確保した。また、沈没船からの漂流油の
漂着監視・パトロールを所員全員で対応し、被害の状況把握に努めた。

○ 工事・委託は、新規着手箇所が多く、関係機関との協議等が難航し、
   発注が遅れた。
○ ２月に連続して週末大雪となり大橋の通行台数が極端に減り、目標未
   達成となった。
○ 本港ゲストバースは、指定管理者の努力もあり、利用隻数目標を概ね
   達成できた。
○ 安全・安心の取り組みに関する各種項目の検証・設計業務が完了。
   適正利用の取り組みは、本年度の取り組み項目に着手でき、次年度以
   降も引き続き実施していく。
○ 平成25年度の業務運営は、概ね目標を達成できた。工事発注に関して
   は、発注が遅れたことから、次年度は早期発注を目指す。
  　また、台風、大雪、油漏れ事故などの災害にも職員が適切に対応し、
   被害を最小限に留めることができた。

　春先特有の強風による被害もなく、漁港整備工事等は順調に実施されてお
り、引き続き早期発注を目指す。また、ＧＷ期間中の利用客も増え、渡橋料
やゲストバースの利用もまずますの滑り出しであった。夏季シーズンには
様々な漁港の不適切利用が起きるため、ローカルルール啓発チラシを経費節
減のため直営で印刷し、周知を図った。特にブイ設置は職員自らが行うなど
経費節減に努めながらタイムリーに実施した。

連絡先（電話番号）

前年度繰越工事を完成させると共に、城ヶ島大橋機能保全工事、二町谷護岸
工事等主要な工事を発注した。また、夏季シーズンの適正利用を図るため、
一斉清掃活動とゴミ持ち帰り啓発活動、BBQゴミに関するアンケート調査を
実施し、漁港管理に努めた。全職員による震災対策訓練を実施し緊急時の対
応を再確認するとともに、台風18号による城ヶ島大橋通行止め措置を実施
し、住民の安全確保を図った。

三崎漁港に停泊中のマグロ船 水揚げ中のマグロ 


