
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

ホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0024

（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）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３）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。

局名 湘南地域県政総合センター

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

（注１）常勤職員には、市町村派遣職員11人を含みます。
（注２）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。

第１号様式 
局進行表 

 湘南地域県政総合センターでは、管内を対象に主に次の仕

事をしています。 

① 総務部では、人事、予算、庁舎管理などの業務の他、 

 青少年の健全育成や防犯に取り組むとともに、地域の 

 防災拠点として防災対策を推進しています。 

② 企画調整部では、管内県機関や市町との連絡調整など 

 の業務の他、「新たな観光の核づくり」構想を推進す 

 る市町への支援など地域振興・観光振興に取り組んで 

 います。 

③ 環境部では、廃棄物の不適正処理の防止や高圧ガス等 

 の適正管理、公害の防止に向けた事業者への立入検査や 

 指導などを行うとともに、有害鳥獣対策を推進していま 

 す。 

④ 農政部では、地産地消による農林水産業の振興や有害 

 鳥獣対策の推進、農地の保全・確保や農業用施設の整備 

 などに取り組むとともに、水源林の確保や整備を行って 

 います。 

（所管区域は、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町です。） 

所属長の写

真・イラスト

など（任意） 

 

春の花菜ガーデン（モダンローズの

エリア） 

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

25,245 7,910 7,912 15,822

22,188 22,149 36 2 -2 22,185

16,281 2,946 2,466 9,095 17,251 15,223 46,982

63,713 25,095 2,502 17,007 25,161 15,223 84,988

項目 (再)配当額

事業費 1,719,416 124,512 183,314 221,066 561,208 511,810 1,601,911

維持管理費 45,565 6,595 10,763 11,408 11,540 5,259 45,565

計 1,764,981 131,107 194,078 232,474 572,748 517,069 1,647,476

258,452 173,600 266,610 182,969 881,631

389,559 367,678 499,083 755,717 517,069 2,529,107

△ 364,464 △ 365,175 △ 482,077 △ 730,556 △ 501,846 △ 2,444,118

収
入

収入科目 収入済額

分担金及び負担金

使用料及び手数料

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 88 91 91 91

上記以外の職員 34 33 35 32

計（人） 122 124 126 123

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

（１）防犯教室等実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

150 38 32 24 21

150 43 45 30 27

（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

（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

（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 6,692 5,497 6,015 6,392

25,000 5,226 4,604 4,664 6,020

１　総務部

　学校や地域の要請に応じ、子どもの防犯教室や振り込め詐欺防止などの防犯教室を開催します。

項目

　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、防災対策を推進します。

実績・進捗状況

　湘南現地対策本部設置訓練(6/30)、防災資機
材訓練(6/3)、職員安否確認訓練(5/15)等を実
施しました。

　湘南現地対策本部設置・運営訓練(9/1)、
広域防災活動拠点（2箇所）運営訓練(9/4・
9/10)、広域防災活動備蓄拠点運営訓練(8/28)
等を実施しました。

　職員緊急参集訓練(11/14)、市町連絡員派遣
訓練(11/14)、帰宅困難者対策訓練(11/13)等を
実施しました。

　防災資機材訓練(1/29)、職員安否確認訓練
(1/15)等を実施しました。

項目 年間目標
（計画回数）

       実績　　　　　　（単位：回）　

累計

防犯教室等実施回数 115

（前年度実績） 145

（注）前年度実績は、薬物乱用防止教室の開催回数（69回）を除いたものです。薬物乱用防止教室は、平成
25年度で終了しました。（薬務課等が継続して対応しています。）

２　企画調整部

　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します。ま
た、湘南地域における花の名所を紹介するガイド（｢湘南花散歩｣)を全面的にリニューアルします。

　ホームページ「観光情報ひろば湘南」のアクセス状況

年間目標
（目標件数）

       実績　　　　　　（単位：件）　

累計

項目

　平塚合同庁舎の庁舎管理者として、施設の
維持・修繕などを行います。

実績・進捗状況

　給排水設備の修繕等を実施しました。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ました。

　施設を適切に維持するとともに夏季（7月か
ら9月）の節電対策を行い、目標（平成22年度
対比で△15％以上）を上回る節電（△27.3％）
を達成することができました。

 受電設備の改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みました。

　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みまし
た。

ホームページの
アクセス数

24,596

（前年度実績） 20,514

※　湘南地域の花の名所を紹介するガイド（「湘南花散歩」）は、平成27年１月に全面的にリ
ニューアルし作成しました。



 (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

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

８市町 0 8 0 0

８市町 0 8 0 0

－千円 0 244,100 24,100 3,700

－千円 0 296,300 0 △ 23,300

（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

273,000

項目

　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、取組を推進しま
す。

実績・進捗状況

 大山地域においては、６月10日に26年度年次
計画を策定しました。また、引き続き、両地域
における推進組織へ参画するとともに、両地域
において大学生による観光資源等のモニタリン
グを行うため、学生の募集や説明会などを行い
ました。

 大磯地域においては、８月１日に26年度年次
計画を策定しました。また、両地域において大
学生による観光資源のモニタリングを２項目ず
つ、計４項目について実施しました。

 両地域において、大学生による観光資源のモ
ニタリングをさらに２項目ずつ計４項目につい
て実施するとともに、評価についての意見交換
会を関係者を交えて両地域で２回ずつ、計４回
開催しました。
　また、大山地域において、ＰＲ用グッズとし
てポスター、絵はがき及び絵とうろうの制作に
かかる調整を行うとともに、大磯地域におい
て、ＰＲ用グッズとしてタオルを作成・配布し
ました。

　大山地域において、ＰＲ用グッズとして、ポ
スター、絵はがき及び絵とうろうを作成し、絵
はがきについては、圏央道開通イベント等で配
布しました。
　また、特に国際観光地を目指す大山、大磯を
含めた管内市町を対象に、外国人観光客への
「おもてなしガイド」を作成するとともに、セ
ミナーを開催しました。

（前年度実績）

項目

　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
するための検討を進めます。

実績・進捗状況

項目
年間目標
（計画）

市町数

（前年度実績）

交付決定額

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

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)
累計

8

8

271,900

　管内における広域行政連携に関する各種会議に
参画し、取組の支援を行いました。

 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、取組の支援を行いまし
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、取組の支援を行いまし
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、取組の支援を行いまし
た。



（１）高圧ガスの適正管理の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

103 9 41 36 12

106 11 45 28 23

（２）補助金交付状況
　　　ヤマビル被害対策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

２市町 2 0 0 0

２市町 2 0 0 0 　　－

622千円 622 0 0 0

622千円 622 0 0 △ 19 　　－

（３）有害鳥獣対策等の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　環境部

項目 年間目標
(計画回数)

       実績　　　　　　（単位：回）　

累計

項目
年間目標
（計画）

市町数

　高圧ガスなどの適正な利用等のため、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
います。

（前年度実績）

交付決定額　　　　　　　　（単位：千円）　

累計

2

2

立入検査回数 98

（前年度実績） 107

　深刻化するヤマビル被害に対応するため、地域ぐるみで環境整備活動等のヤマビル対策を実施する市
町に対し、補助金を交付します。

　有害鳥獣による農業被害等の軽減のため、
市町や農協等と連携し、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に
取り組みます。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームの基本計画
策定に向け、検討しました。
　ツキノワグマ出没時の具体の対応について、
市と地域マニュアル作成に向けた調整を行いま
した。
　また、昨年度作成の有害鳥獣対策マニュアル
を使用した講習を１回（湘南農協(6月25日)）
実施しました。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チーム会議で基本
計画を定め、重点取組地域３地域(秦野市堀
西、伊勢原市比々多、同市大山)での支援事業
を開始しました。
　「神奈川県人里でのツキノワグマ出没時の対
応湘南地域マニュアル」を8月に作成し、運用
を開始しました。

 重点取組地域３地域(秦野市堀西、伊勢原市
比々多、同市大山)で、集落環境調査、ツキノ
ワグマ対策等の支援事業を実施しました。
　特に、相次ぐクマの出没に対して、地域マ
ニュアルによる適切な対応、地域の積極的な協
力等により、人身被害を未然に防ぐことができ
ました。

　今年度実施した重点取組地域３地域(秦野市
堀西、伊勢原市比々多、同市大山)の取組を総
括し、３月開催の支援チーム会議で成果と課題
についての検証と今後の方向性の検討を行いま
した。
　また、昨年度作成の有害鳥獣対策マニュアル
を使用した講習を２回（伊勢原市農協(2月18
日)、秦野市農協(3月11日)）実施しました。

交付決定額

（前年度実績）

項目

622

603

実績・進捗状況



（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１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

58.20 42.77 0.02 0.00 7.62

58.32 0.00 35.08 2.79 18.69

　　イ  水源林整備事業実施状況 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

188.28 57.62 121.93 17.30 2.90

136.92 14.07 90.42 72.79 0.29

　(２)　補助金交付状況
　　ア　 搬出促進補助金の交付

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

3事業者 1 0 2 3

4事業者 1 2 1 3 0

51,773千円 405 0 16,609 30,629

67,600千円 185 10,145 8,657 20,596 0

(注)　同じ事業者に対し交付決定は数回行うため、各四半期ごとの交付事業者数には、重複があります。

　　イ 　農村振興整備事業補助金の交付

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

３市町 1 2 0 0

１市町 1 0 0 0 0

35,000千円 8,400 26,600 0 0

12,600千円 12,600 0 0 0 0

確保面積 50.41

（前年度実績） 56.56

　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、確保した水源林におい
て、下刈りや枝打ち、間伐等の整備を行います。

４　農政部

項目 年間目標
（計画面積）

  実績　　　　　　 　 （単位：ha）　

累計

　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、調査や測量を行い、森林
所有者との契約により、森林整備をする水源林の確保を行います。

（前年度実績） 177.57

項目
年間目標
（計画）

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

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

項目 年間目標
（計画面積）

  実績　　　　　　 　 （単位：ha）　

累計

整備面積 199.75

交付事業者数

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

3事業者

4事業者

47,643

39,583

　農業農村の整備を促進するため、農村振興整備事業を実施する市町に対し、補助金を交付します。

交付決定額

（前年度実績）

35,000

12,600

項目
年間目標
（計画）

市町数

（前年度実績）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

3

1

53.82 56.56 
50.41 
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（３）工事執行状況
　　ア　 治山、林道に関する工事

契約件数

４件

２件

３件

３件

１２件

(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)について記載しています。

 　イ　 農業基盤整備に関する工事

契約件数

５件

５件

９件

９件

２８件

(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)について記載しています。

（４）花菜ガーデンの魅力アップの推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（５）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

項目

　有害鳥獣による農業被害を軽減するため、
市町や農協等と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します。

実績・進捗状況

　モデル地域の選定を行うとともに、被害対策
用の簡易電気防護柵の設置に向けて調整しまし
た。

　モデル地域において被害対策用の簡易電気防
護柵の設置を行いました。

　モデル地域において被害対策用の簡易電気防
護柵に設置した監視カメラ等で野生鳥獣の侵入
状況の調査を行いました。

　モデル地域のほ場で行った侵入状況調査で
は、有害鳥獣被害はなく、抑制効果が確認でき
ました。

時期 執行額 実績・進捗状況

　山地災害の防止を図るための治山工事や木材を運搬するための林道の改良等を計画的に実施します。

第３四半期 30,413千円 　林道法面や渓流の保全工事を行いました。

第４四半期 7,883千円 　山腹工事や林道の法面工事を行いました。

第１四半期 9,493千円 　護岸工事や林道の舗装工事を行いました。

第２四半期 39,367千円 　山腹工事や林道の法面工事を行いました。

　農業用水路や農業用取水施設の整備工事を行
いました。

第１四半期 9,156千円 　農業用取水施設の整備工事を行いました。

第２四半期 22,886千円
　農業用水路や農業用取水施設の整備工事を行
いました。

累計 87,156千円

時期 執行額 実績・進捗状況

　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します。

　花のボリュームアップやイベントの充実、
さらに、「未病を治す」取組を実践・普及
し、園の魅力アップと来園者の増加を目指し
ます。

　「未病を治す」取組として、医食農同源の健
康観を普及するため春の健康フェスタ（健康講
座･健康測定・健康体操）を開催しました。

　健康をテーマとした食と農の実践として、料
理教室を３回開催しました。

　「未病を治す」取組として、医食農同源の健
康観を普及するため秋の健康フェスタ（健康講
座･健康測定・健康体操）や、健康をテーマと
した食と農の実践として、料理教室を３回開催
しました。

　「未病を治す」取組として、医食農同源の健
康観を普及するため、春の健康イベント（健康
体操・健康測定）や、食と農の実践として料理
教室を２回開催しました。
　また、今年度初めて、ウインターチューリッ
プの植栽を行いました。

累計 138,583千円

項目 実績・進捗状況

第３四半期 94,211千円
　農業用水路や農業用取水施設の整備工事を行
いました。

第４四半期 12,330千円



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）

　新たな観光の核づくりや有害鳥獣対策、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ました。

　大学生による観光資源のモニタリングなどにより、新たな観光の核づくりを推進
しました。また、有害鳥獣対策において重点取組地域で支援事業を開始するなど、
市町等と連携し、各事業を着実に進めることができました。

　大学生による観光資源のモニタリングやＰＲ用グッズの作成などにより、新たな
観光の核づくりを推進しました。
　また、有害鳥獣対策では、クマの出没が相次ぐ中、市や地域と連携し、山への追
払いなどの対策を適切に行い、人身被害を未然に防ぐことができました。
　さらに、花菜ガーデンにおいて秋の健康フェスタや料理教室を開催し、「未病を
治す」取組を着実に推進しました。

　国際観光地を目指す大山、大磯を含めた管内市町を対象に、外国人観光客への
「おもてなしガイド」を作成するとともに、セミナーを開催し新たな観光の核づく
りを推進しました。
　また、有害鳥獣対策については、今年度の取組の成果・課題の検証と今後の方向
性の検討を行いました。
　さらに、花菜ガーデンにおいて春の健康イベント（ご当地体操や介護予防エクサ
サイズ）や料理教室を開催し、「未病を治す」取組を推進しました。

　新たな観光の核づくりにおいて、大学生による観光資源のモニタリングやＰＲ用
グッズの作成などの実績をあげることができました。
　また、有害鳥獣対策や花菜ガーデンでのイベント開催など、市町等と連携し、各
事業を着実に実施することができました。

0463（22）9127

所属長評価


