
局名 部名

環 境
農政局

Ⅰ 業務概要

Ⅱ 収支の状況 (単位：千円)

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

業務運営進行表

（平成28年1月１日～平成28年3月31日）

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

10,399 5,095 5,224 40 11 10,371

7 1 1 9

0

10,399 5,095 5,231 41 12 0 10,380

項目 (再)配当額

事業費 677,944 13,098 12,440 31,864 49,515 286,551 393,468

維持管理費 11,890 1,794 2,963 3,068 3,433 632 11,890

計 689,834 14,892 15,403 34,932 52,948 287,183 405,358

32,888 24,101 37,907 25,868 120,764

47,779 39,505 72,839 78,816 287,183 526,122

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

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費 （注１）

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

64 16 16 16 16

パトロール実施回数 52

漁港クリーン作戦等 12

64（前年度合計実績）

（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

＜クリーン作戦の風景＞

早川海岸 小田原漁港

, , , , , ,

△ 42,684 △ 34,274 △ 72,798 △ 78,804 △ 287,183 △ 515,742 差額(A)-(B) （注２）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 11 12 12 12

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 15 16 16 16

配置職員数



２ 工事執行状況等

契約件数

4

4

6

10

24

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

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 71,665千円

741,393千円

小田原漁港の維持・保全に必要な委託・工事を
発注しました。

4,590千円

82,208千円

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
養浜工事等の４件の委託・工事を発注しまし
た。

小田原漁港の維持・保全に必要な委託・工事を
発注しました。

小田原漁港の維持・保全に必要な委託・工事を
発注しました。

第２四半期

第３四半期

582,930千円

項目 実績・進捗状況

・臨港道路（１号・２号・３号）等整備
工事

国道135号から交流促進施設・加工施設への
アクセス道路である臨港道路整備について、地
元への説明会を開催し、工事に着手しました。

引き続き臨港道路整備として２号臨港道路擁
壁部の工事を実施しました。

その他、関係機関との調整に取り組みまし
た。

引き続き臨港道路整備として２号臨港道路及
び加工施設用地擁壁、ボックスカルバート基礎
の工事を実施しました。

その他、継続して関係機関との調整に取り組
ました

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 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。

御幸の浜の養浜工事は７月に終了しました。
また７、8月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。

小田原漁港・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漁港
や海岸の清掃を行いました。

８月には５万５千人が参加した第25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まし
た。

12月には、小田原漁港・冬季クリーン作戦を
実施し、地元の自治会や漁業者等とともに、漁
港や海岸の清掃を行いました。また引き続き、
漁港や海岸のパトロールを実施しました。

御幸の浜海岸深浅測量業務委託を発注し、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。

みました。

 引き続き臨港道路整備として２号臨港道路及
び加工施設用地擁壁、ボックスカルバート基礎
の工事を実施しました。

小田原漁港機能保全のための実施設計等に取
り組みました。

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

所属長評価

臨港道路整備工事に着手しました。
  定期的なパトロール等を実施し、漁港・海岸の適切な維持管理を行
いました。

小田原漁港の工事や漁港の機能保全、新たな防波堤の設計等に取り
組みました。

夏季に引き続き、冬季クリーン作戦等により地元や漁業者と連携し
て漁港・海岸の適切な維持管理に努めました。

小田原漁港について広く情報を発信しました。

 ゼロ県債（次年度予算計上予定の建設事業等の一部を前倒しして年度
内に発注し、切れ目のない事業展開を図る制度）を活用した小田原漁
港泊地係船施設の工事の発注を行った他、早川海岸の防波堤・護岸に
係る設計や小田原漁港新港西側地区の交流拠点ゾーン活用方策の検討
に係る委託を行いました。

小田原漁港及び小田原海岸のパトロールを計画的に実施すること
で、漁場施設等の適切な維持管理に努めることができました。

臨港道路整備工事・係船施設工事等 の取組みや 漁港の機能保

小田原漁港の工事について、引き続き取り組んでいきます。
夏季クリーン作戦等では地元や漁業者と連携してゴミ拾い等の漁

港・海岸の適切な維持管理に努めました。
小田原みなとまつりでは、多くの方々に対し小田原漁港や小田原漁

港海岸整備事業について、周知を図ることができました。

新港西側で整備

を進めている蓄養

水面風景

総合評価

0465-23-8521連絡先（電話番号）

臨港道路整備工事 係船施設工事等への取組みや、漁港の機能保
全・早川海岸に係る設計、交流拠点ゾーンの活用方策等の検討を行う
他、漁港内施設等の維持管理、改良工事を進めることができました。
地元や漁業者と連携したクリーン作戦や、小田原漁港及び小田原海岸
のパトロールを計画的に実施することで、適切な維持管理を行うこと
ができました。

小田原みなとまつりを通じて、多くの方々に対し、広く情報発信す
ることができました。


