
Ⅰ　業務概要

ホームページ

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

業務運営進行表

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

センター名 湘南地域県政総合センター

第２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、廃棄物の適正処理や有害鳥獣対策の推進、

高圧ガス等工業保安に係る許認可指導、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っています。

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。）

花菜ガーデン エントランス

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。

（注）常勤職員には、市町村派遣職員11人を含みます。

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

年間計画額

4,375 5,290 9,665

22,243 10,406 11,744 33 22,183

22,543 3,509 2,441 2,409 14,468 333 23,161

44,786 13,916 14,185 6,817 19,758 333 55,009

項目 (再)配当額

事業費 1,593,662 32,367 258,051 217,901 206,313 773,272 1,487,904

維持管理費 51,250 6,236 11,135 13,014 12,532 5,745 48,662

計 1,644,911 38,603 269,185 230,915 218,845 779,017 1,536,566

246,106 166,556 254,192 175,236 842,090

284,709 435,741 485,107 394,082 779,017 2,378,656

△ 270,793 △ 421,556 △ 478,290 △ 374,323 △ 778,684△ 2,323,647

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 86 88 87 88

上記以外の職員 31 32 33 32

計（人） 117 120 120 120

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

（１）地域における危機管理機能の強化

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（２）平塚合同庁舎の管理

第１四半期

項目 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

１　総務部

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、危機管理機能の強化を図ります。

実績・進捗状況

　職員安否確認訓練(6/15)を実施しました。

　現地対策本部事務局運営訓練(9/1)、広域防災
活動拠点運営訓練(8/27)、広域防災活動備蓄拠
点運営訓練(9/14)、職員安否確認訓練(9/15)を
実施しました。

　職員緊急参集訓練(11/12)、市町連絡員派遣訓
練(11/12)、職員安否確認訓練(12/1)を実施しま
した。

九都県市合同防災訓練(1/15)、平塚合同庁舎
防災資機材訓練(1/28)、職員安否確認訓練(3/1)
を実施しました。

職員緊急参集訓練

(11/12)の様子

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（１）湘南地域の観光情報の発信

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

28,000 6,154 7,249 9,921 9,174

25,000 6,692 5,497 6,015 6,392

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。

　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

　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。

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（△32.0％）を達成すること
ができました。

ホームページの
アクセス数

32,498

（前年度実績） 24,596

　床補修工事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。

　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。

　

大山阿夫利神社　初日の出（１月）

　

　二宮町吾妻山公園　菜の花（１月）



 (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

８市町 0 8 0 0 0

－千円 0 485,204 0 △ 39,309

－千円 0 244,100 24,100 3,700 0

（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

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

445,895

271,900

項目

　「新たな観光の核づくり」構想として平成
25年2月に認定された「大山地域」と「大磯地
域」の提案が着実に実現するよう、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

　引き続き推進組織へ参画するとともに、３大
学の学生による撮影・編集作業のサポートや、
地域におけるイベント実施への支援を行いまし
た。

　両地域における推進組織へ参画するとともに、
「情報」や「観光」関係の学部・学科のある管内
の大学（産業能率大学・東海大学・文教大学）の
学生参加による大山・大磯地域のＰＲ映像制作に
関する説明会を行いました。

　引き続き推進組織へ参画しました。また、管
内の３大学の学生をサポートし、大山・大磯地
域の撮影作業を進めました。

　引き続き推進組織へ参画しました。また、管
内の３大学の学生が制作した大山・大磯地域の
映像が完成しました。

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

市町数

（前年度実績）

（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

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

　引き続き広域行政連携に関する会議に参画
し、取組の支援を行うとともに、検討状況等に
ついて情報収集に努めました。

｢新たな観光の核づくり｣構想を進める２地域

　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。

　引き続き広域行政連携に関する会議に参画
し、取組の支援を行うとともに、検討状況等に
ついて情報収集に努めました。

　引き続き広域行政連携に関する会議に参画
し、取組の支援を行うとともに、検討状況等に
ついて情報収集に努めました。

〔大山地域〕 〔大磯地域〕



（１）法令等に基づく許認可事務の適切な実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

33 45 83 53

39 58 92 70

25 8 4 23

32 21 22 21

14 19 20 22

22 11 16 20

12 25 18 14

14 19 14 12

（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 0 　　－

（３）有害鳥獣対策等の推進

３　環境部

項目
年間目標
（計画）

実　績（許認可事務件数）　　　（単位：件）

累計

214

自然保護関係

（前年度実績）

公害関係

（前年度実績）

市町数

（前年度実績）

交付決定額　　　　　　　　（単位：千円）　

累計

2

2

　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。

（前年度実績）

259

60

96

75

69

　廃棄物、自然保護、公害及び工業保安関係法令の許認可事務について、事案ごとの趣旨・内容を精査
し、法令等に照らし、円滑かつ適切に行います。

項目

廃棄物関係

（前年度実績）

69

59

工業保安関係

交付決定額

（前年度実績）

項目

622

622

実績・進捗状況

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　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
や、鳥獣の捕獲の促進に取り組みます。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームの重点取組
地域を３地区定め、地区毎に取組を開始しまし
た。その一環として、大磯町主催の住民・農業
者向けの鳥獣被害対策講習会(6/21,6/22)の実施
を支援しました。
　また、昨年度の実績を踏まえ、ツキノワグマ
出没時対応地域マニュアルの改定に向けた検討
を行いました。

　大磯町での第１四半期の講習会を踏まえ実施
した鳥獣の出没経路となるヤブの刈払い、秦野
市での集落環境調査や獣害に強い作物の栽培、
伊勢原市での獣害対策講習など、支援チームの
重点取組地域で行われた地域主体の取組への支
援を行いました。
　また、ツキノワグマ出没時対応地域マニュア
ルの改定を行い、クマの出没に備えた体制を整
え、８月からの伊勢原市でのクマの出没に対し
て、適切に対応することができました。

　集落環境調査・診断会、獣害に強い作物の栽
培（秦野市）、ヤブの刈払い（大磯町）などの
継続に加え、イノシシの行動調査（大磯町・平
塚市）、捕獲檻点検（秦野市）などを実施する
など、支援チームによる支援を強化しました。
　また、10月以降、伊勢原市においてツキノワ
グマの出没が相次いだことから、地域マニュア
ル等に従い追払いなどの対策を直ちに実施し、
人身被害を防ぐことができました。

　集落環境診断会、獣害に強い作物の栽培、イ
ノシシの行動調査などの継続に加え、鳥獣被害
対策講習会（大磯町）、女性のための鳥獣対策
勉強会（伊勢原市）、ヤブの刈払い（秦野市）
などを実施するなど、支援チームによる支援を
強化しました。

項目 実績・進捗状況

第４四半期
強化しました。
　また、平成27年度事業結果のとりまとめを行
うとともに、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。



（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

66.00 34.72 7.98 0.00 0.00

58.20 42.77 0.02 0.00 7.62

　　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

207.00 142.74 54.26 28.86 0.95

188.28 57.62 121.93 17.30 2.90

確保面積 42.70

（前年度実績） 50.41

　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） 199.75

項目 年間目標
（計画面積）

  実績　　　　　　 　 （単位：ha）　

累計

整備面積 226.81

〔刈り払われたヤブ〕〔鳥獣被害対策講習会〕

間伐実施後の森林内 　　　　　　　作業道を利用した集材作業

　　　　　　　間伐材搬出促進（秦野市寺山地内）　　　　　水源林整備事業（秦野市堀山下地内）

56.56
50.41

42.7
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177.57
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　(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

4事業者 0 2 2 3

3事業者 1 0 2 3 0

51,300千円 0 6,216 11,930 32,426

51,773千円 405 0 16,609 30,629 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件 1 2 0 0 0

３件 1 2 0 0 0

32,600千円 18,300 14,300 0 0 0

35,000千円 8,400 26,600 0 0 0

（３）工事執行状況
　　ア　 治山、林道に関する工事

契約件数

１件

４件

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

交付事業者数

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

4事業者

3事業者

50,572

47,643

　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。

項目
年間目標
（計画）

地区数

（前年度実績）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

3

3

　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１四半期 11,778千円 　山腹工事(H26繰越)が完成しました。

第２四半期 73,583千円 　林道の法面工事等を実施しています。

交付決定額

（前年度実績）

時期 執行額 実績・進捗状況

32,600

35,000

４件

５件

５件

１５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)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

０件

２件

３件

第２四半期 73,583千円 　林道の法面工事等を実施しています。

累計 111,710千円

時期 執行額 実績・進捗状況

アスファルト舗装工 落石防止ロープ掛け工

林道工事（伊勢原市大山地内） 林道工事（伊勢原市大山地内）

第３四半期 20,509千円 　治山工事等が完成しました。

　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。

第３四半期 48,682千円 農業用水路の改修工事を実施しました。

第４四半期 5,840千円 　工事の完成に伴う精算等を行いました。

第１四半期 0
　工事実施のための現地調査や設計・積算業務
を行いました。

第２四半期 8,370千円 農業用水路の改修工事を実施しました。

３件

３件

８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

累計 60,486千円

第３四半期 48,682千円 農業用水路の改修工事を実施しました。

第４四半期 3,434千円 農業用水路の改修工事を実施しました。



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

　花のボリュームアップやイベントの充実に
より、園の魅力アップと来園者の増加を目指
します。

　百花祭でのステージイベントやローズフェス
ティバルでのガーデナーによる園内ツアーを開
催するとともに、JR東日本やラスカ平塚との連
携による集客を図りました。

　コキアの植栽やクレマチスエリア・サルビア
園の拡充による花のボリュームアップや、夏休
み子ども博覧会を開催し、集客を図りました。

　ローズフェスティバルでのステージイベント
や健康イベントを開催するとともに、秋咲き
チューリップを展示し、集客を図りました。

  冬野菜の収穫体験プログラムを実施するとと
もに、リーフレット「ゆるりぐるり湘南」を作
製して花菜ガーデンの魅力をＰＲしました。

項目 実績・進捗状況

【収穫体験】
寒い冬は温室の中で

ホウレンソウ･コマツナの収穫

【ゆるり･ぐるり･湘南】
湘南の観光の核づくり事業とひらつか
花アグリの紹介リーフレットを作製

項目 実績・進捗状況

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
した重点取組地域において、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

　重点取組地域の選定を行い、被害対策用の簡
易電気防護柵を設置するとともに、被害にあい
にくい作物の栽培指導を行いました。

　農作物の被害低減対策を支援するとともに、
被害にあいにくい作物（ニンニク）の栽培指導
を行いました。

　農作物の被害低減対策を支援し、ニンニクの
作付け指導を行うとともに、重点取組地域で集
落環境診断会を行いました。

  農作物の被害低減対策を支援し、重点取組地
域で鳥獣被害対策講習会及び集落環境診断会を
行いました。



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。

　新たな観光の核づくりについて、推進組織への参画等を通じて大山・大磯地域の
取組を推進しました。また、有害鳥獣対策において重点取組地域での支援事業を行
うなど、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。

　新たな観光の核づくりについて、推進組織への参画やイベント支援を通じて大
山・大磯地域の取組を推進しました。
　また、有害鳥獣対策では、重点取組地域での支援事業を着実に進めるとともに、
クマ対策についても、市や地域と連携した対策を行いました。
　さらに、花菜ガーデンでは、ローズフェスティバルなどを開催し、集客に努めま
した。

　新たな観光の核づくりについて、推進組織への参画やイベント支援を通じて大
山・大磯地域の取組を推進しました。
　また、有害鳥獣対策では、鳥獣被害対策講習会、女性のための鳥獣対策勉強会な
どを実施し、鳥獣害対策支援チームによる支援を実施しました。
　さらに、花菜ガーデンでは、冬野菜の収穫体験プログラムを実施するとともに、
リーフレット「ゆるりぐるり湘南」を作製して花菜ガーデンの魅力をＰＲしまし、
集客に努めました。

　「新たな観光の核づくり」では、管内３大学の学生参加により作成した大山・大
磯地域のＰＲ映像を完成させるなど、構想の実現に向けた取組みを進めました。
　また、有害鳥獣対策では、重点取組地域での支援とともに、市や地域と連携した
取組みを進めました。
　花菜ガーデンの魅力アップの推進をはじめ、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


