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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

（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。

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

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

所属のホームページ

東部漁港事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

こんにちは、東部漁港事務所です！ 

私たちは、「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 三崎漁港区域の宮川湾にあるみうら宮川フィッシャリーナ 

選定中 
三崎漁港でのまぐろの水揚げ風景 

クレーンで吊り上げられているのは、 

マイナス６０度で冷凍されたメバチマグロ 

魚市場でのマグロのせり 

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

181,839 142,313 9,804 8,345 17,388 160 178,011

1,038 50 33 491 59 438 1,071

85 343 343

182,962 142,707 9,838 8,836 17,447 598 179,425

項目 (再)配当額

事業費 1,224,111 140,373 27,666 402,827 174,471 111,127 856,464

維持管理費 27,413 4,849 6,021 6,374 7,289 2,496 27,029

計 1,251,525 145,222 33,687 409,201 181,760 113,622 883,493

47,255 31,710 47,901 33,206 160,073

192,478 65,397 457,102 214,967 113,622 1,043,566

△ 49,771 △ 55,559 △ 448,267 △ 197,520 △ 113,024 △ 864,141

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料（注3）

諸収入

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 17 18 18 18

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 18 19 19 19

配置職員数

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


Ⅳ　特定第三種三崎漁港の管理者としての業務実施状況

(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）

12 449,981

10 100,967

12 404,049

6 26,068

40 981,065

(2)　漁港施設の維持管理

　　　城ヶ島大橋の利用状況　　漁港施設のパトロール、城ヶ島大橋の利用状況(上段は本年度、下段は前年度実績)

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 18 28 16 14 - 76

85,649 91,076 77,565 85,213 - 339,503

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

パトロール実施
回数

年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　　(単位：回、台)

城ヶ島大橋通行
台数

第１・四半期 進捗率38.0％

第２・四半期 進捗率46.5％

350,000

第３・四半期 進捗率79.9％

第４・四半期 進捗率83.6％

累計
※執行額は県営漁港整備事業費の委託料と工事請
負費の執行額合計（繰越案件含む）

項目

時期 実績・進捗状況

城ケ島大橋 城ケ島大橋通行台数の推移 

越波対策工事（大型クレーン船を使い、70ｔの消波ブロックを約500個積み増しました） 

（施工中） （完成：左側が完成箇所） 

337,985 
341,138 

338,227 339,503 

300,000 

310,000 

320,000 

330,000 

340,000 

350,000 

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 



(3)　漁港施設の適正利用の促進

   プレジャーボート、放置艇対策(ゲストバース上段は本年度、下段は前年度実績)

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

421 612 270 141 - 1,444

476 737 299 126 - 1,638

71 0 7 7 47 - 61

(4)　その他の取組

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

年間目標
（計画）

項目 実績・進捗状況

所有者の不明な放置
艇の撤去、移動等の
隻数

三崎漁港ゲストバー
スを利用するヨッ
ト、ボートの隻数

・防災カメラ、防災情報伝達施設の設計を
　実施しました。（前年度から継続)
・第１回一斉清掃を実施しました。（5/14)
・バーベキューごみ処理の有料化社会実験
  の実施に向けて、地元等との調整を行い
　ました。

○　津波対策の実施
　・　防災カメラ、防災情報伝達
    施設の設計
　・　三崎漁港漁業地域防災協議
    会の設置、運営

○　漁港の衛生管理レベルの向上
　・　高度衛生管理基本計画策定
　　に係る協議会への参加

○　三崎漁港の適正利用の推進
　・　一斉清掃の実施
　・　バーベキューごみ処理の
　　有料化社会実験の実施

・漁港の防災計画の策定等のため、県、三浦
　市、魚市場関係者、地元住民などで「三崎
　漁港漁業地域防災協議会」を設置、開催し
　ました。（8/26)
・バーベキューごみの不法投棄防止のため、
　城ヶ島白秋碑苑において、バーベキュー
　ごみ処理有料化社会実験を行いました。

・10月６日の台風18号により、防波堤が損傷
　するなど、大きな被害が生じました。被災
  から速やかに復旧するため、国の災害復旧
　事業の採択に向けた作業や、施設の補修な
　どに緊急に取り組みました。
・第二回一斉清掃を実施しました。(11/13)
　今回は新たに、漁業者と協働して廃棄漁具
　の集積や整理を行い、漁港の景観を改善し
　ました。

・災害復旧事業が採択され、国と着工に向けた
調整を行いました。
・高度衛生管理計画の基本的な考え方等がまと
まりました。
・三崎漁港漁業地域防災協議会・放置艇（漂流
物）対策検討委員会を開催しました。
（1/14)
・三崎漁港漁業地域防災協議会・避難対策検討
委員会を開催しました。（3/27)

実績　　　　　　　　　　　　　(単位：隻)

＊第４四半期の実績には、平成26年度末までに所有者が自主撤去した46隻を含めます。

1,700

項目

* 



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

046-882-1233（代）連絡先（電話番号）

所属長評価

　夏期シーズンを前に、一斉清掃などの漁港施設の適正利用に向けた
準備作業を実施すると共に、7月から白秋碑苑で実施するバーベ
キューごみ有料化社会実験のための準備を整えました。漁港整備工事
は、繰越工事の完成、26年度工事の早期発注を行いました。春先の
城ヶ島大橋やゲストバースの利用数については、原因は不明ですが、
昨年同期より若干減少しました。

　10月６日の台風18号は、三浦では過去最大の勢力をふるい、三崎漁
港周辺地域は大きな被害を受けました。
　翌日から復旧作業に入り、城ヶ島南防波堤以外の施設の復旧を早期
に完了させましたが、堤防の被害は予想以上に大きかったことから、
今後は災害復旧事業での機能回復に努めます。
　その他の業務は順調に進ちょくしています。

　本年度の主要工事である二町谷南1号護岸の越波対策工事が完成し
ました。また、三崎漁港高度衛生管理計画策定に係る協議会が終了
し、衛生管理型漁港整備への道筋をつけることができました。その他
の業務については、ほぼ計画通りの業績を達成することができまし
た。

・台風18号の災害査定や協議を鋭意進め、工事発注の準備が完了しま
した。
・本年度予定していた工事は、ほぼ完成させることができました。繰
越した工事も早期の完成を目指します。
・放置艇対策は、所有者の確知に努め、簡易代執行から自主撤去に切
り替えるなど、県による撤去負担を軽減させつつ、47隻の放置艇の撤
去・移動を進めることができました。
・三浦市と共に、高度衛生管理型の漁港づくりの検討を重ね、新たな
計画を定めることができました。

　本年度の主要工事である、岸壁耐震化工事、護岸整備工事、城ヶ島
大橋機能保全工事等の発注手続きを行いました。また、「三崎漁港漁
業地域防災協議会」を設立し、避難、漂流物対策、市場業務継続計画
について検討を開始しました。ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰごみ処理有料化社会実験は86
組604名の参加があり、実験期間中のごみは明らかに減少しました。8
月15日のみさき夏祭りの海上花火は岸壁から花火を鑑賞できるため人
気が高まっており、城ヶ島大橋の通行台数も昨年度並みに回復してき
ました。



Ⅵ　これまでの写真
第１四半期（三崎漁港全景と護岸の嵩上げ工事）

第２四半期（みうら・宮川フィッシャリーナと70トンの消波ブロック）

第３四半期（マグロの水揚げ風景と漁港道路の補修工事）

第４四半期（マグロのせりと越波対策工事）


