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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　パトロール等の実施状況 

　　漁港・海岸の適切な管理を行うためパトロールや漁港クリーン作戦を実施します。　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

52 13 13 13 13

12 3 3 3 3

67 16 17 15 17

（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。

項目
年間目標
（計画）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

　・小田原漁港と小田原漁港海岸のパトロール等の実施　

パトロール実施回数 52

漁港クリーン作戦等 12

65（前年度合計実績）

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/cnt/f70122/

所属のホームページ

西部漁港事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 西部漁港事務所です。                 

   私達は、次の仕事をしています。 

 

 ① 小田原漁港に関する修築・整備 

 ② 小田原漁港に関する維持管理 

 ③ 小田原漁港海岸保全区域内の 

     海岸保全施設の整備・保全 

埋め立て 

本港 

蓄養 

水面 

小田原漁港全景 Ｈ26.10撮影 

新港 

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

10,753 10,465 257 47 41 10,809

5 126 5 131

0

10,758 10,465 257 173 46 0 10,940

項目 (再)配当額

事業費 644,720 47,157 30,438 39,908 311,039 45,276 473,818

維持管理費 15,595 2,095 3,153 2,799 4,730 1,252 14,028

計 660,314 49,252 33,591 42,707 315,769 46,527 487,846

34,168 22,840 33,379 22,765 113,152

83,421 56,431 76,085 338,534 46,527 600,998

△ 72,956 △ 56,174 △ 75,912 △ 338,488 △ 46,527 △ 590,058

収
入

収入科目 収入済額

漁港施設使用料

諸収入

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 11 11 11 11

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 15 15 15 15

配置職員数



２　工事執行状況等

契約件数

13件

６件

５件

７件

31件

３　小田原特定漁港漁場整備事業等の推進

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

項目 実績・進捗状況

・臨港道路（１号・２号）等整備工事
・多目的広場等整備工事

　臨港道路整備工事の支障となる物件等の撤
去・移転工事を実施しました。また、多目的
広場の擁壁工事については６月末で約58％の
進捗状況です。その他、発注に向けて関係機
関との調整や設計業務に取り組みました。

　引き続き臨港道路整備工事の支障となる物
件等の撤去・移転工事等を実施しました。ま
た、多目的広場の擁壁工事については９月末
で約71％の進捗状況です。その他、発注に向
けて関係機関との調整や設計業務に取り組み
ました。

  これまで準備を進めてきた臨港道路整備工
事の入札を行いました。また、多目的広場等
整備工事についても引き続き整備を進めてい
ます。

  臨港道路整備工事の発注も終わり、工事の
着手に向けて準備を進めました。また、多目
的広場等整備工事については３月末日現在約
83.3％
の進捗状況です。

項目

          23,579千円

17,471千円

　　小田原漁港の修築・整備、維持管理、海岸保全施設の整備・保全のため、調査業務や工事を実施
　　します。

時期 執行額 実績・進捗状況

第１四半期
　平成25年度繰越事業を含め13件の委託・工
事を発注しました。

　６件の委託・工事を発注しました。

  変更契約を含め５件の委託・工事の発注等
を行いました。

第２四半期

第３四半期

       181,234千円

累　　　計

　　小田原特定漁港漁場整備事業・漁港環境整備事業により、防波堤・護岸・道路等の整備修築工
　　事を実施します。

第４四半期 276,437千円

 498,721千円

  変更契約を含め７件の委託・工事の発注等
を行いました。

４　小田原漁港海岸の維持管理

　　海岸付近に住んでいる方々や海岸利用者がより快適に過ごせるよう海岸・砂浜の適切な維持管理
　　に努めます。

実績・進捗状況

・小田原漁港海岸の維持管理

　５月に御幸の浜の養浜工事を発注しまし
た。また、海水浴シーズンに向けて小田原市
や保健福祉事務所等と打ち合わせを行いまし
た。

　５月に発注した御幸の浜の養浜工事は７月
に終了しました。７月には小田原漁港・夏季
クリーン作戦が行われ、漁港や海岸の清掃を
行いました。また、７、８月の夏季期間には
御幸の浜に海の家が開設され、巡回指導を実
施しました。

　12月には小田原漁港・冬季クリーン作戦が
行われ、漁港や海岸の清掃を行いました。

　１月に御幸の浜海岸深浅測量業務委託を発
注し、３月に終了しました。
　また、漁港や海岸のパトロールを計画的に
実施しました。

＜クリーン作戦の風景＞ 

早川海岸 小田原漁港 



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

0465-23-8521連絡先（電話番号）

所属長評価

　新港西側の埋立工事が５月に完成しました。今年度、発注を予定し
ている臨港道路整備工事等に、支障となる物件の撤去・移設を積極的
に進めました。また、工事発注にむけて関係機関との調整や設計積算
に計画的に取り組み、業務は順調に進捗しています。
  今年度も着実に定期的なパトロールを実施し、漁港等の適切な維持
管理に努めています。

　これまで準備を進めてきた臨港道路整備工事の入札を行いました。
　12月に実施された小田原漁港・海岸冬季クリーン作戦では地元の自
治会や漁業者等200名以上の参加者があり、小田原漁港のゴミ拾いや
海岸の草刈等を行いました。
　また、漁港内に投棄されたゴミ等についても速やかに撤去し、漁港
等の適切な維持管理に努めました。

　臨港道路整備工事については、工事着手に向け請負業者と伴に関係
機関と協議を行い、具体的な工事方法等について調整しました。ま
た、今年度予定していた工事が完成し、このうち本港２号休けい岸壁
の耐震強化が完了しました。
　小田原漁港や小田原海岸のパトロールを計画的に行い、漁港施設等
の適切な維持管理に努めました。

  平成26年度は臨港道路整備工事等に支障となる物件の撤去・移設等
に積極的に取り組み、本体工事も発注しました。
　7月・12月のクリーン作戦ではそれぞれ地元の自治会や漁業者等200
名以上の参加者があり、小田原漁港等の環境整備を進めました。
　また、小田原漁港や小田原海岸のパトロールを計画的に実施し、漁
港施設等の適切な維持管理を行いました。

　引き続き支障となる物件の撤去・移設を積極的に進めました。ま
た、工事発注にむけて関係機関との調整や設計積算に計画的に取り組
んでいます。
  ７月に実施された小田原漁港・海岸夏季クリーン作戦では地元の自
治会や漁業者等200名以上の参加者があり、ゴミ拾いや海岸の草刈等
を行いました。また８月には５万５千人が参加した第24回小田原みな
とまつりが開催され、パネルやビデオにより小田原漁港海岸整備事業
の紹介を行い、多くの県民に周知を図りました。

新港西側

で整備を

進めてい

る蓄養水

面風景 


