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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

収入科目 年間計画額

使用料及び手数料 23,152 7,962 4,421 2,112 3,650 1 18,145

分担金及び負担金 86,850 1,583 47,290 30,023 78,897

0

0

その他 32,448 2,491 8,837 3,994 12,749 3,759 31,829

142,450 10,454 13,258 7,689 63,689 33,783 128,872

項目 (再)配当額

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/

支出済額

業務運営進行表

収入済額

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

センター名 県西地域県政総合センター

収
入

県西地域県政総合センター所長の星﨑です。

・当センターの所管区域は、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、真鶴町及び湯河原町の２市８町です。

・所管区域内において主に次の仕事をしています。

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、山地災害防止、水源環境の保全

項目 (再)配当額

事業費 3,693,690 246,665 610,485 556,762 895,378 947,889 3,257,179

維持管理費 18,237 2,515 3,747 4,134 4,642 2,264 17,302

計 3,711,927 249,180 614,232 560,896 900,020 950,153 3,274,481

385,828 263,333 403,731 277,399 1,330,291

635,008 877,565 964,627 1,177,419 950,153 4,604,772

△ 624,554△ 864,307△ 956,938△ 1,113,730△ 916,370△ 4,475,900

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

133 142 144 143

59 61 61 61

192 203 205 204

（注）常勤職員には、宮城県への派遣職員１人、県内市町村への派遣職員８人を含みます。

Ⅳ　業務実施状況

１　総務部

（１）防犯教室実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10,500 2,870 3,565 2,317 910

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

支出計(B)

項目 年間目標
（計画人数）

  実績人数　　　　　　　　　　（単位：人）

累計

（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）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４）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５）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。

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

計（人）

　　　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誘拐防止教室等の防犯教室を開催
    しています。

9,662防犯教室開催状況

(14,850) (3,511) (5,425) (4,342) (2,208) (15,486)（前年度実績）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/


（２）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

［地域防災対策］
　地震、風水害など災害に備え、危機
管理体制を整備するとともに防災訓練を
実施します。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します。

　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。

　管内市町の防災訓練に市町連絡員を派遣し
情報収集・伝達訓練を実施した。
　ビッグレスキューかながわの一環として広
域防災活動備蓄拠点訓練を実施した。

 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
難者対策訓練等を実施した。
　神奈川県、山梨県、静岡県の３県が連携し
て富士山の噴火災害対策のため、情報受伝達
訓練を実施した。
　管内市町、鉄道事業者、防災関係機関と連
携して箱根強羅駅で帰宅困難者対策訓練を実
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
立入調査等を実施します。

  県西地域青少年指導員連絡協議会及び県西
地域新任青少年指導員研修会を開催するとと
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。

実績・進捗状況

　青少年社会環境健全化推進街頭キャンペー
ン、同推進会議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。
　第４７回県青少年指導員大会を開催した。
　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

項目

第３四半期

第４四半期

２　企画調整部

（１）事業実施状況

　　①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 累計

65件 0 64 1 0 △ 3 62

291,600千円 0 285,100 △ 600 400 △ 54,800 230,100

(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。

②県西地域活性化プロジェクトの推進

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

30箇所 0 0 68 2 - 70

10回 0 1 11 5 - 17

立入調査等を実施します。

　　　「未病を治す」をキーワードに、県西地域のさまざまな地域資源を活かして地域を活性化する
　　プロ　ジェクトの推進のため、市民や民間団体と連携し、未病に関する効果的な情報発信や普及
　　啓発などを行います。

項目
年間目標
（計画）

指定数・回数

未病いやしの里の
駅の指定

地域交流イベント

　　　市町等が実施する広域連携の取組みや地域における課題解決に向けた取組み等、行財政基盤の
　　強化につながる事業を実施する市町等に対し、補助金を交付します。

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。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　(単位：件・千円)

事業数

交付決定額

10回 0 1 11 5 - 17
地域交流イベント
との連携



　　　「未病を治す」のテーマに沿った施設を周遊するデジタルスタンプラリーを実施します。

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

500人 0 595 0 0 - 595

③箱根ジオパークの推進

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箇所 0 0 2 5 - 7

3回 0 1 0 2 - 3

120人 0 43 0 128 - 171

④着地型観光ツアーのモデルプランの作成

　　　県西地域の魅力再発見に繋げるため、着地型観光ツアーのモデルプランを作成します。

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本 0 0 0 5 - 5

（２）業務実績

第１四半期

項目
年間目標
（計画）

参加者数　　　　　　　　　(単位：人)

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ参加者数

　　※実施期間はH26.8.1～8.31

項目
年間目標
（計画）

作成数　　　　　　　　　　(単位：本)

ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾗﾝ作成数

項目 実績・進捗状況

　　　平成28年度の日本ジオパーク認定再審査に向けて、箱根火山及び周辺地域の地質資源等を、新
　　たな観光資源や研究教育活動等に活用する取組みを民間や地域住民と一体となって進めます。

項目
年間目標
（計画）

整備数・回数・参加者数

ジオサイト解説板
の整備

ガイド講座の実施

  管内市町から情報収集し、観光課実施の
「周遊型・滞在型旅行商品開発･観光PR事業」
への地域観光資源情報の提供を行った。ま
た、登録いただいた方を対象に電子メールに

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　環境部

（１）不法投棄対策推進事業実施状況

　　　不法投棄を未然に防止するため、県と市町との合同パトロールを実施します。　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

40回 10 10 10 10

40回 10 10 10 10

項目
年間目標
（計画）

実施回数　　　　　　　　　（単位：回）

累計

パトロール回数 40

（前年度実績） 40

【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します。

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。

　「未病を治す」のテーマに沿った管内の20
の観光施設等で、スマートフォンのアプリを
利用したデジタルスタンプラリーを実施し、
周遊促進を図った。

　地域資源を活用した「未病を治す」モデル
ツアー企画事業に着手し、公開講座、ツアー
チーム別検討会を開催した。また、大学生の
新鮮な視点で地域資源を見直し新たな魅力発
見に繋げるため、東海大学の学生によるモニ
ターツアーを実施した。

　地域資源の提供者等で構成されたツアー
チーム別検討会において「未病を治す」モデ
ルツアー企画商品５本を作成した。
また、消費者の観光資源に対する認知度と関
心度を調査・分析し、消費者が欲しているが
存在が伝わらず埋もれている観光資源の選定
と効果的なプロモーション展開の方向性の明
確化を目的としたギャップ調査を実施した。



（２）鳥獣保護対策事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

3件 3 0 0 0 0 3

1,293千円 1,293 0 0 0 0 1,293

18件 16 1 1 0 0 18

13,191千円 13,127 23 41 0 0 13,191

（３）公害防止対策事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

75件 41 34 44 22

83件 38 37 36 36

（４）工業保安対策事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

121件 10 34 58 24

94件 10 35 55 11

（５）業務実績

立入検査件数 126

（前年度実績） 111

立入検査件数 141

（前年度実績） 147

　　　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します。

項目
年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　　（単位：件）

累計

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　(単位：件・千円)

交付決定件数

交付決定額

（前年度実績）

　　　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します。

項目
年間目標
（計画）

実施件数　　　　　　　　　（単位：件）

累計

　　　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、市町等
    が実施する被害対策事業に補助を実施します。

（５）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

【水質事故の未然防止と事故対応の即応
化】
　水質事故の未然防止や事故対応の即応化
に資するため、「環境に係る組織体制の整
備に関する指針」（平成24年10月施行）に
ついて、立入検査の機会を捉えて関係事業
所のうちH26年度は13事業所に対し、周知
徹底を図ります。

　対象１事業所に立入検査を行い、「環境に
係る組織体制の整備に関する指針」について
周知徹底を図った。
　管内市町担当者を対象とした水質事故対応
技術研修会を実施した。

　対象３事業所に立入検査を行い、「環境に
係る組織体制の整備に関する指針」について
周知徹底を図った。
　対象７事業所に立入検査を行い、「環境に
係る組織体制の整備に関する指針」について
周知徹底を図った。

　第３四半期までに実施済。対象２事業所は

項目 実績・進捗状況

【野生鳥獣被害対策の推進】
  県、箱根町及び関係団体が連携し、モデ
ル事業として繁殖力の高いイノシシに対
し、複数の個体を同時に捕獲する囲いわな
を設置することにより集中的・効率的な捕
獲を行い、住民・観光客への生活被害及び
人身被害の防止を図ります。
  引き続き、鳥獣被害対策支援チーム
（県・市・関係団体）による支援に取り組
み、野生鳥獣による農業被害対策を推進し
ます。

　モデル事業については、箱根町内の囲いわ
なの設置候補地が決定した。
　支援チームについては、平成26年度から
３ヵ年継続する方針が決定したので、改めて
チームの立ち上げに関し調整を行った。

　８月下旬に囲いわなを設置し９月中旬にイ
ノシシを捕獲した。
　支援チーム会議を立ち上げ、モデル事業と
してアライグマ対策等を行なうこととした。

　アライグマについては、目撃情報の報告や
捕獲はないが、センサーカメラにより生息が
確認されていることから、支援チームは、12
月中旬に南足柄市内山地区に箱わな10基を設
置した。今後の効果的な設置方法の検証に役
立てるとともに、分布拡大の防止に努める。

　アライグマについては、捕獲されていない
ことから、設置箇所の検討などの取組みを
行った。

第４四半期
　第３四半期までに実施済。対象２事業所は
現在事業休止中。



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）農業農村整備事業　工事実施状況

①「広域農道整備事業」の工事実施状況

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

5件 0 0 2 3 0 5

415ｍ 0 0 120 335 0 455

372,000千円 0 0 55,974 346,225 0 402,199

②その他の工事実施状況

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

3件 0 1 1 1 0 3

107,840千円 0 15,336 10,800 3,101 0 29,237

【ＰＭ２.５低減のためのＶＯＣ対策の推
進】
　微粒子状物質（ＰＭ２.５）や光化学ス
モッグの低減対策につながる取組として、
揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を排出する３
事業所に対し、一層の削減を指導します。

　対象３事業所に立入検査を行い、ＶＯＣの
低減について指導した。

　第１四半期までに実施済

　第１四半期までに実施済

　第１四半期までに実施済

項目 実績・進捗状況

　　　農道の新設・改良及び農業用用排水路の改良工事を実施しています。

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）

契約件数

工事延長

契約金額

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）

契約件数

契約金額

（２）農業農村整備事業　委託業務実施状況

　　　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の委託業務を実施しています。

委託業務契約件数 及び 契約金額

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 3 7 0 1 0 11

98,000千円 18,700 64,464 0 18,541 0 101,705

（３）直接支払推進事業実施状況

　直接支払推進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

7市町 7 0 0 0 0 7

5,374 5,374 0 0 △ 549 0 4,825

（４）農村振興総合整備事業等実施状況

  農村振興総合整備・農業用施設防災対策事業補助金の交付

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 累計

2市町 0 2 0 0 0 2

38,750千円 0 20,500 0 0 0 20,500

項　　　目
年間目標
（計画）

委託業務契約件数 及び 契約金額 （単位：件・千円）

契約件数

契約金額

　　　経営所得安定対策を推進するため、地域段階での取組となる、制度の普及推進活動、作物の
　　生産方針等の策定、申請書類等の配布・回収等、交付金の要件設定・確認事務などの手続きを
　　実施する市町村に対して、補助金を交付しています。

項　　　目
年間目標
（計画）

交　付　決　定　額 （単位：市町・千円）

市町村数

交付決定額

　　　市町村が実施する農業農村整備事業（農村振興総合整備事業及び農業用施設防災対策事業）に
　　対して、補助金を交付しています。

項　　　目
年間目標
（計画）

交　付　決　定　額 （単位：市町・千円）

市町村数

交付決定額



（５）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

第４四半期

第１四半期

第２四半期

項　　　　　　　目 実績・進捗状況

【人・農地プランの作成支援】
　農業の競争力・体質強化を図るため、集
落・地域における話し合いによって、今後
の地域農業の中心となる経営体を位置づ
け、目指す経営や農地利用の方向、活用す
る支援策などを市町がとりまとめる「人・
農地プラン」の作成の支援をしています。

　○　計画件数　目標　１計画
　○　平成25年度までの実績　４計画

　人・農地プランの作成、更新に向けた年度
事業実施計画の承認、及び補助金交付事務手
続を進めた。
　プランの原案作成に向けた集落・地域にお
ける話し合いの事前準備となる、農家の意向
確認や中心となる経営体候補との意見交換等
について、町への助言等の支援をしました。
　年度内のプラン作成に向け、今後の「集
落・地域における話し合い、市町による検討
会」の実施に係る助言等の支援をしました。
　新たに開成町のプランが作成（平成27年３
月16日）され、また作成済の４市町はプラン
の更新を行いました。

【里地里山保全等促進事業の推進】
　里地里山条例に基づく地域を認定し、里
山地域の保全を着実に推進します。
　また、地域内で活動する組織の活性化に
必要となる支援を実施しています。

　既に地域認定した地域以外で里地里山地域
として認定が必要なエリアを市町と共に確認
し、地域認定に向けた準備を実施。
　新たに「内山地区(南足柄市)」を里地里山
地域として選定し、また、「畑宿地区(箱根
町)」の１団体と里地里山の保全等の活動に係
る協定を締結しました。

 「内山地区（南足柄市）」の活動団体と協定
締結に向けた準備を実施しました。また、既
存活動団体の活動支援を実施しました。

 「内山地区（南足柄市）」の活動団体と協定
締結を実施しました。また、既存活動団体の
活動支援を実施しました。

【小水力発電導入促進の推進】
　土地改良区が行う、農業用水及び土地改
良施設を活用した小水力発電の導入を促進

　農業用水小水力発電概略設計の設計　１件

　農業用水小水力発電概略設計の契約(１件)
を完了し、概略設計に必要な現地調査等の実第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　森林部

（１）間伐材搬出促進事業実施状況

　　　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、補助金を交付しています。

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

9,500 ㎥ 176 2,331 1,205 3,703 0 7,415

118,000千円 2,042 28,289 13,455 44,333 0 88,119

（２）林道事業実施状況

　　　林道の開設、改良等に伴う工事を実施しています。

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

21 件 9 4 7 7 0 27

473,521千円 175,099 145,633 102,793 45,320 0 468,845契約金額

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)

契約件数

良施設を活用した小水力発電の導入を促進
するため、小水力発電施設の概略設計を行
い導入可能性の検討に取り組みます。

を完了し、概略設計に必要な現地調査等の実
施を始めました。
　農業用水小水力発電概略設計に必要な現地
調査等を完了し、概略設計地点を選定しまし
た。

  農業用水小水力発電２箇所の概略設計を完
了しました。



（３）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しています。

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

14 件 6 7 1 1 0 15

507,039千円 183,857 279,384 11,328 29,139 0 503,708

（４）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しています。

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

56 件 12 26 16 0 0 54

632,353千円 129,909 387,825 74,725 36,830 0 629,289

　　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、補助金を交付しています。

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

40,149千円 0 0 39,149 △ 1 0 39,148

（５）業務実績

第１四半期

【林業普及指導事業】

　年度計画作成、森林経営計画の認定１件

　県西地域林業再生推進協議会１回

契約件数

契約金額

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：市町・千円)

市町村数

交付決定額

項目 実績・進捗状況

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)

契約件数

契約金額

項目
年間目標
（計画）

森林整備業務等契約件数及び契約金額　　　(単位：件・千円)

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

【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
調査研究等を行なっています。

　県西地域林業再生推進協議会１回
　親子木工教室の共催１回
　新たな森林ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する研修会１回

　県西地域林業再生推進協議会１回
　木育の共催１回
　県西地域林業再生推進協議会１回
　県西地域林業講習会の開催１回

連絡先（電話番号） 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。

　県西地域活性化プロジェクトの推進をはじめとする当センターの所
管業務について、関係機関と調整・連携を図ることにより、適切に対
応することができた。

　県西地域活性化プロジェクトの推進をはじめとする当センターの所
管業務について、関係機関と調整・連携を図ることにより、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、活力と魅力にあふれ、安全・安心な地域づくりを推進す
ることができた。


