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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 18,159 4,114 1,982 658 1,399 8,152

分担金及び負担金 76,914 21,047 53,039 74,086

0

0

その他 24,116 2,717 1,273 2,511 6,471 9 12,981

収入計（A) 119,189 6,831 3,255 24,216 60,909 9 95,219

項目 (再)配当額

事業費 3,467,507 186,802 486,579 429,554 839,100 1,218,450 3,160,485

維持管理費 18,613 3,104 3,426 4,270 4,547 2,411 17,758

計 3,486,120 189,906 490,005 433,824 843,648 1,220,861 3,178,243

392,891 262,268 398,880 275,385 1,329,424

582,797 752,273 832,704 1,119,033 1,220,861 4,507,667

△ 575,966 △ 749,018 △ 808,488 △ 1,058,124 △ 1,220,852 △ 4,412,448

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

140 139 138 138

51 62 66 57

191 201 204 195

（注）常勤職員には、市町村派遣職員10人を含みます。

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.j
p/cnt/f417344/

上記以外の職員

常勤職員

区分

支出済額

計（人）

業務運営進行表

収入済額

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

センター名 県西地域県政総合センター

収
入

支出計(B)

（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）

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 

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


Ⅳ　業務実施状況

１　総務部

（１）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

［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。

　発災時に速やかに対応できるよう現地対策
本部等設置対応訓練や市町と連携した災害対
策図上訓練などを実施した。
　また、大涌谷の火山活動が活発になったこ
とを受け、箱根町の避難計画策定のために職
員を派遣するなど箱根町への支援を行った。

　水難事故を防止するため、河川利用者が増
加する夏休みに、４月に続いて第２回目の酒
匂川合同パトロールを実施した。
　また、地震災害を想定して、松田町と合同
で図上訓練を実施するとともに、各市町へ市
町連絡員の派遣訓練を実施し、市町及び関係
機関との連携強化を図った。
　箱根山(大涌谷)の噴火警戒レベル２及び３
の対応で、広域災害時情報収集先遣隊とし
て、情報収集や火山ガス濃度の測定など、町
の初動対応を支援した。
　また、噴火警戒レベル４、５までを想定し
た「箱根山（大涌谷）火山避難計画」の策定
にあたっては、予定を前倒ししての策定に寄
与した。

　湯河原町と合同で風水害を想定した図上訓
練を実施したほか、災害発生時における帰宅
困難者の安全確保と駅周辺の混乱防止に向け
て、新松田駅及び松田駅を会場に関係機関と
合同で帰宅困難者対策訓練を実施した。
　また、富士山の噴火による広域的な降灰被
害を想定し、中井町、大井町等との合同防災
訓練を実施し、災害対応力及び関係機関との
連携強化に取り組んだ。

　管内市町、消防本部と合同で、風水害を想
定した図上訓練を実施し、市町及び参加機関
の連携強化や対応力の向上を図った。
　山梨県、静岡県との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。

［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。

  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、県西地域青少年指導員活動研究会
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。

  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
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 実績・進捗状況



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

63件 0 63 0 △ 4 59

247,153千円 0 247,153 0 △ 38,624 208,529

(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

40箇所 4 8 10 23 45

15回 1 2 15 4 22

１回 0 0 1 0 1

４箇所 0 0 0 4 4

10事業 0 6 2 1 9

③箱根に関する情報発信

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

200記事 29 63 69 71 232

④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

８箇所 0 0 0 8 8

10回 3 1 3 3 10

４回 0 1 2 1 4

20箇所 17 4 0 0 21

⑤県西地域「未病を治す」モデルツアー等の実施

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本 0 0 4 1 5

１回 0 0 1 0 1

　　　「未病サミット2015神奈川in箱根」を盛り上げ、県西地域活性化プロジェクトの取り組みを市
　　町や関係団体と連携して協力に推進します。

項目

　　　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。

項目
年間目標
（計画）

作成数　　　　　　　　　　(単位：本)

モニターツアーの実
施

　　　平成28年度の日本ジオパーク認定再審査及び南足柄市編入に向け、解説板の整備などについ
　　て、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

年間目標
（計画）

指定数・回数

未病いやしの里
「駅」指定

大学連携事業の実
施

項目
年間目標
（計画）

指定数・回数

情報発信記事数

地域交流イベント
との連携

｢未病を治す」で
ギネスに挑戦

コミュニティサイ
クルポートの設置

　　　箱根火山の警戒レベルが引き上げられたことに伴い、風評被害ゼロの一助とするため、当セン
　　ター職員の現地取材により箱根の魅力を満載したきめ細やかな地域情報を発信します。

ガイド講座の実施

モニターツアーの
実施
フォトコンテスト
展示会の実施

　　　平成26年度に作成したツアー企画を一般向け旅行商品として販売するとともに、足柄上地域の
　　外国人の誘客促進に向け大使館員を対象としたモニターツアーを実施します。

モデルツアーの実施

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

事業数

交付決定額



（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

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

（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 2 0 0 1 3

1,336千円 1,312 0 0 24 1,336

3件 3 0 0 0 3

1,293千円 1,293 0 0 0 1,293

（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 39 35 35 13

75件 41 34 44 22

立入検査件数 122

（前年度実績） 141

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。

（前年度実績） 40

項目 実績・進捗状況

【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。

　箱根の魅力をPRする情報発信、ジオパーク
ガイド講座等、年度当初からスタートアップ
できる事業について着実に実施

　未病いやしの里「駅」指定や箱根の魅力を
PRする情報発信等を着実に推進するととも
に、大学連携事業で、６つの事業を採択、協
定を締結

　「未病サミット神奈川2015in箱根」関連事
業として世界一長い板かまぼこ作りでギネス
世界記録に挑戦するとともに、未病月間（未
病サミット開催月の10月）を中心に地域イベ
ントに「未病」や「県西地域活性化プロジェ
クト」の普及啓発ブースを出展
　「未病を治す」モデルツアー、外国人の誘
客促進に向け大使館員を対象としたモニター
ツアーを実施

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

　未病いやしの里「駅」指定や箱根の魅力をＰＲ
する情報発信等を着実に推進するとともに、コミュ
ニティサイクルポート４箇所設置や自転車の「駅」
42箇所設置の実現、自転車をテーマにしたイベン
ト「サイクルDAYかながわ」の開催により、サイクリン
グを楽しみながら未病を治す取組みを推進した。
また、県政地域への移住を促進するため、移住促
進イベントや現地見学ツアーを開催した。



（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

111件 9 34 57 11

121件 10 34 58 24

（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

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

4件 0 1 2 0 3

172ｍ 0 169 橋梁下部工他 16 185

192,000千円 0 87,861 72,808 17,868 178,537

【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H27年度は20事業所に対し、周知徹底を図
ります。

　対象９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。

　対象２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。１事業所については、指定事業所
廃止により対象外。

【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

立入検査件数 111

（前年度実績） 126

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。

　囲いわなモデル事業については、囲いわなの
設置場所の選定作業を行った。鳥獣被害対策支
援チームについては、新たなモデル地区の設定
に向け調整を行った。

　囲いわなモデル事業については、設置場所を
絞込み所有者の同意を得た。
　鳥獣被害対策支援チームについては、会議を
開催し、今後の実施計画を策定した。

　囲いわなモデル事業については、山北町内に
おいて設置を行った。
　鳥獣被害対策支援チームについては、講習会
を開催し、鳥獣被害対策のあり方や集落環境調
査の説明を行った。

　囲いわなモデル事業については、ニホンジカ
４頭の捕獲によりわなの有効性を検証した。
　鳥獣被害対策支援チームについては、来年度
の方向性を検討した。

　　　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

　　　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



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

6件 0 4 2 0 6

168,000千円 0 83,658 85,541 29,564 198,763

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件 0 5 3 5 13

78,500千円 0 25,146 32,226 28,026 85,398

（３）経営所得安定対策等事業実施状況

　経営所得安定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

6市町 6 0 0 0 6

4,988千円 4,988 0 0 △178 4,810

（４）農業用施設防災対策事業実施状況

  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

1市町 0 1 0 0 1

3,000千円 0 3,000 0 0 3,000

（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

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）

②「その他の農業農村整備事業」の工事実施状況

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、ほ場整備事業（水田）の実施計画策定などの委託業務を
　　実施しています。

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（市町）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

項　　　　　　　目 実績・進捗状況

【６次産業化の推進に向けた支援】
　農林漁業者の経営の安定及び地産地消、ま
た小規模経営が多い地域の実情に適した「６
次産業化」の推進を図るため、県産農産物を
活用し、消費者の需要に応じた新商品の開発
及び販路開拓等に対する経費の助成及び取り
組みへの支援を行います。
　○　助成件数　目標　１件
　○　平成26年度までの実績　なし
　

　国補助事業（６次産業化ネットワーク活動
交付金 推進事業）の採択を受け、事業者（農
家）及び市等の関係機関と事業の年間スケ
ジュール、留意事項等の調整を図り、事業実
施計画書の作成への支援を行いました。

　補助事業の着手にあたり、事業の適切な執
行を図るため、事業者（農家）、市及び県に
よる事業計画、今後の事務手続きの確認を実
施しました。
　（補助金交付決定：平成27年８月20日）　年度内の確実な事業完了に向けて、事業者
（農家）における業務の進み具合及び内容等
の適切な把握に努めました。

　事業支援により、事業者（果樹農家）が自
家生産している湘南ゴールドと青ミカンを利
用した飲食店等に向けた業務用フルーツソー
スが新商品として開発されました。



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

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

10,600 ㎥ 0 1,109 3,867 6,539 11,515

109,940千円 0 13,851 50,429 83,916 148,196

（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

20 件 3 10 5 2 20

384,157千円 29,703 217,544 85,556 48,819 381,622

（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

13 件 3 9 - 1 13

486,240千円 68,961 320,498 6,054 81,550 477,063

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

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

項　　　　　　　目 実績・進捗状況

【多面的機能支払制度の推進】
　農業・農村が持つ多面的機能の維持・発揮
のための地域活動や営農活動に対し、市町と
協同し支援を実施しています。
　○　計画件数　目標　１地区
　○　平成26年度までの実績　４地区

　既に活動を行っている組織以外の地域に対
して本制度の周知を図り、制度活用に向けた
啓蒙活動を実施しました。

　既に活動を行っている組織以外の地域に対
して本制度の周知を図り、制度活用に向けた
啓蒙活動を市町と共に実施しました。

　既に活動を行っている組織以外の地域に対
して実施した制度活用の啓蒙活動を元に地区
組織の取り纏めを行いました。

　既に活動を行っている組織以外に新たに２
地区が組織化されました。また、活動団体に
対しても継続的な支援に取り組みました。

【ほ場整備事業（内山地区）の推進】
　狭小で分散した農地を集積し大きな区画に
造成する、ほ場整備事業に取り組みます。

　国への補助金交付事務手続を進めるととも
に、ほ場整備実施設計等の発注業務に着手し
ました。

　実施設計策定に向け委託業務を発注し、現
地調査を地元関係者と実施しました。

  地元関係者とともに換地計画（造成後の農
地の割当計画）を検討するとともに、土地評
価（現在の農地の評価）を実施しました。

  地元関係者とともに換地計画および土地評
価結果について地元関係者に対して説明会を
開催しました。



（４）水源の森林づくり事業実施状況

　　①水源林測量委託業務発注件数

　　　水源林を確保するための測量を実施しています。

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

22 件 4 10 6 0 20

195,000千円 28,349 69,553 44,351 2,759 145,012

　　②水源林整備業務発注件数

　　　水源かん養機能の高い森林づくりを推進するため、間伐等の森林整備を実施しています。

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

34 件 9 17 6 0 32

606,951千円 146,922 400,107 47,129 13,153 607,311

（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

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。

　年度計画作成

　県西地域林業再生推進協議会１回
　施業集約化推進部会３回
　関東・山梨ﾌﾞﾛｯｸ林業ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝｸｰﾙ１回
　親子木工教室の共催１回

　施業集約化推進部会１回
　木育の共催１回
　森林経営計画を樹立した森林において作設
する作業道の先進事例に関する研修会１回

　県西地域林業再生推進協議会１回
　地域材及び穿孔性害虫被害材の利用促進を
図るための研修会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)

契約件数

契約金額

項目 実績・進捗状況

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)

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。


