
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

業務運営進行表

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

（注）常勤職員には、市町村派遣職員13人を含みます。

センター名 湘南地域県政総合センター

ホームページ

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

（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）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。

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：雪割草の世界展】

幻の雪割草と言われるキルギス

の｢ファルコネリ｣他の展示(2/16～
21)と講演会(2/19)を開催

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

項目 (再)配当額

事業費 3,029,292 20,604 148,978 245,442 1,456,438 1,157,874 3,029,335

維持管理費 49,898 5,730 10,305 10,499 22,883 438 49,854

計 3,079,190 26,334 159,283 255,940 1,479,321 1,158,311 3,079,190

251,769 167,314 258,399 174,253 851,736

278,103 326,597 514,339 1,653,574 1,158,311 3,930,926

支出済額

支
出

事
業
経
費

合計

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 92 94 94 94

上記以外の職員 25 26 26 26

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

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

35,000 9,029 10,356 8,814 9,377

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

　　  吾妻山公園「早咲き菜の花と
　　  富士山」（１月）

花菜ガーデン「春チューリップ」
　　　　　　　　　　　　　　（３月）

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(6/1)を実施しました。

  現地対策本部設置及び事務局運営訓練
(7/15)、広域防災活動拠点運営訓練(8/25)、広
域防災活動備蓄拠点運営訓練(9/8)、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(11/25)、市町連絡員派遣訓
練(11/25)、職員安否確認訓練(12/1)を実施しま
した。

県・湘南地域8市町合同地震対策図上訓練
(1/20)に現地災害対策本部として参加するとと
もに、職員安否確認訓練(3/1)、防災資機材取扱
訓練(3/16)を実施しました。

項目

　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。

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
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（△29.0％）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

37,576

（前年度実績） 32,498

　各種設備等の修繕、点検等を行い、施設の適
切な維持管理に努めました。

　床補修工事など、施設を適切に維持するとと
もに、冬季の節電に取り組みました。

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

　



 (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 0 8 0 0 0

8 0 8 0 0 0

－ 0 554,550 0 △ 60,804 0

－ 0 485,204 0 △ 39,309 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

（４）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた取組の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（１）法令等に基づく許認可事務の適切な実施

３　環境部

｢新たな観光の核づくり｣構想を進める２地域

　「Feel SHONANひらつかタマ三郎漁港まつり」
（釣りやごろびき網体験）（11/20平塚漁港）を
開催しました。

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

493,746

445,895

項目

市町数

（前年度実績）

　「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

　地域における推進組織へ参画するとともに、
各大学から観光モデルコースの提出を受け、当
該モデルコースのホームページへの掲載準備等
を進めました。

 地域における推進組織へ参画するとともに、若者
の感性を生かした大山・大磯地域の観光モデル
コースづくりを進めるため、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）で事業説明を行いました。

　観光モデルコースづくりへの参加学生のボラ
ンティア保険加入など、コースづくりに必要な
環境整備を進めるとともに、事業の進捗状況の
把握を行いました。

　大学生の提案による観光モデルコース（６
コース）を湘南地域県政総合センターのホーム
ページに掲載し、ＰＲを図りました。

（前年度実績）

　Feel SHONANプロモーションイベントの開催等に
向けて、関係市町や団体との調整を行いました。

　Feel SHONANプロモーションイベント「SHONAN
FUN BEACH 2016」（9/22江の島）や「Feel
SHONAN ひらつかタマ三郎漁港まつり」の「地ど
れ魚直売会」（9/30平塚漁港）を開催しまし
た。

項目

　江の島でのセーリング競技をはじめとする
大会の成功に向け、海への関心を喚起し、地
元開催の機運を盛り上げるため、市町、関係
団体と連携し、SHONANの海の特性や魅力を発
信します。

実績・進捗状況

　イベントへの協賛等を通じて、引き続きFeel
SHONANのＰＲを行いました。

項目
年間目標
（計画）

〔大山地域〕 〔大磯地域〕



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

52 36 64 60

33 45 83 53

17 8 6 0

25 8 4 23

31 30 30 27

14 19 20 22

10 25 12 19

12 25 18 14

（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 2 0 0 0

2 2 0 0 0 0

622 622 0 0 0 △ 26

622 622 0 3 0 △ 19

交付決定額

（前年度実績）

596

606

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）

214

31

60

118

75

項目
年間目標
（計画）

（前年度実績）

66

69

工業保安関係

自然保護関係

（前年度実績）

公害関係

（前年度実績）

実　績（許認可事務件数）　　　（単位：件）

累計

212

　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



（３）有害鳥獣対策等の推進

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について
は、市町の実態と要望等を把握するため、関係
する３市２町との打合せを行い、平成28年度事
業開始に向けた計画のとりまとめを行いまし
た。
　また、秋季のツキノワグマの出没に対応する
ため、昨年度の実績を踏まえた出没時対応地域
マニュアルの改定に向けた検討を行うととも
に、春季のツキノワグマの出没等について、市
と連携した取組みを行いました。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームについて
は、全体会議を開催し、同会議において高麗山
地区（平塚市及び大磯町）を重点取組地域とす
る平成28年度事業案の了承を受け、支援事業を
開始しました。
　また、５月から伊勢原市でツキノワグマの出
没が続いたことから、伊勢原市や自然環境保全
センターと協力し、自動撮影カメラの増設やパ
トロールの強化を図り、人里への執着の防止に
努めました。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームについて
は、重点取組地域の高麗山地区（平塚市・大磯
町）において、地域の被害対応能力向上を図る
講習会の開催、鳥獣被害軽減のための獣害防護
柵の設置などへの支援を行いました。
　また、秋以降、伊勢原市・秦野市でツキノワ
グマの出没が相次ぎ、人的被害の危険性が極め
て高くなったことから、銃器やわなによる捕獲
の実施などの対応を市などと協力して行い、人
的被害を未然に防ぐことができました。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームについて
は、重点取組地域の高麗山地区（大磯町）にお
いて、地域の被害対応能力向上を図る講習会の
開催の支援を行いました。
　また、ツキノワグマの対応については、会議
を開催して関係市町等と今年度の対応等を振り
返り来年度にむけた対応を協議しました。

項目 実績・進捗状況

〔クマ対策用の電気柵の設置〕 〔クマの学習放獣（人が怖いことを学習させる）〕



（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

43.00 0.00 56.99 0.64 4.06

66.00 34.72 7.98 0.00 0.00

　　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

200.00 133.90 35.75 32.66 0.34

207.00 142.74 54.26 28.86 0.95（前年度実績） 226.81

注) 平成28年度の面積は、第４四半期まで（平成28年4月1日～平成29年3月31日）の集計です。

項目 年間目標
（計画面積）

  実績　　　　　　 　 （単位：ha）　

累計

森林整備面積 202.65

               水源林整備事業（秦野市堀山下地内）

間伐実施前の森林内       間伐実施後の森林内

契約（確保）面積 61.69

（前年度実績） 42.70

　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、森林所有者と契約した水源
林において、県が下刈りや枝打ち、間伐等の森林整備を行います。

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、県が調査や測量を行い、水
源林として森林整備を行う区域や内容について、県が森林所有者と契約を結びます。
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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 0 1 3 3 0

4 0 2 2 3 0

54,000 0 363 34,047 43,178 0

51,300 0 6,216 11,930 32,426 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

4 3 1 0 0 0

3 1 2 0 0 0

62,423 45,325 17,098 0 28,280 0

23,905 13,895 10,010 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

0

5

7

2

14

(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。

第３四半期 9,320　林道工事、調査・測量等を実施しました。

第４四半期 -366
　林道・治山工事等の概算数量の精算等を実施しまし
た。

累計 72,857

モルタル吹付工

林道工事（伊勢原市大山地内） 治山工事（伊勢原市大山地内）

第１四半期 0

第２四半期 63,903　林道工事、治山工事等を実施しました。

交付決定額

（前年度実績）

時期 執行額 (単位：千円) 実績・進捗状況

90,703

23,905

項目
年間目標
（計画）

地区数(件)

（前年度実績）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

4

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。

交付事業者数

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

7

7

77,588

50,572

　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）

　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

谷止工



 　イ　 農業基盤整備に関する工事

契約件数

0

3

2

3

8

(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

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

累計 79,396

項目 実績・進捗状況

　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 42,332
　水路の改修や太陽光発電施設の工事を実施し
ました。

第４四半期 17,145
　水路の改修や工事実施のための測量委託を実
施しました。

第１四半期 0　工事執行のための調査・調整を行いました。

第２四半期 19,919
　水路の補修工事・工事実施のための設計委託
の契約を行いました。

時期 執行額 (単位：千円) 実績・進捗状況

　バラを中心に多彩な植物の展示と、集客イ
ベントや未病を改善する取り組みの開催によ
り、園の魅力アップと来園者の増加を目指し
ます。

　双子山園路を活用したユリやアジサイの展示
の強化や、春の百花祭やローズフェスティバル
の開催により、集客を図りました。

　三日月山のワイルドフラワーやコキアの植栽
による植物展示や夏休みこどもイベント、農業
講座の開催により集客を図りました。

　オータムチューリップやダイヤモンドリリー
の展示や、秋のローズフェスティバル、かなが
わ健康イベント、農業講座の開催により、集客
を図りました。

　クリスマスローズや雪割草の展示やいちご狩
りフェアや冬の収穫祭の開催により集客を図り
ました。

【クリスマスローズ展~そのルーツをたどる~】
主にヨーロッパが原産地。原種から交配種までの

展示会(2/4～12)と講演会(2/5，12)を開催

【ひらつか花アグリ冬の収穫祭】

イチゴの品種当てクイズを実施(1/15)



（５）有害鳥獣対策の推進

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

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と連携し、
地着実に進めることができました。
　また、花菜ガーデンでは、展示の強化やローズフェスティバルの開催により、集
客を図りました。

　新たな観光の核づくりについて、観光モデルコースづくりに必要な環境整備を進
めるとともに、事業の進捗状況の把握を行いました。
　また、有害鳥獣対策において重点取組地域を選定し支援事業を行う開始するな
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では大学と連携した取組を進めるとともに、花菜ガーデン
の展示の強化や秋のローズフェスティバルなどでの集客を図りました。
　また、伊勢原市、秦野市でツキノワグマの出没が相次ぎ、人的被害も心配されま
したが、市と協力して対策に取組み、被害を未然に防ぐことができました。

　新たな観光の核づくりでは大学と連携した取組をホームページに掲載し、ＰＲす
るとともに、花菜ガーデンの展示の強化や冬の収穫祭などを開催し集客を図りまし
た。
　また、湘南地域鳥獣被害対策支援チームについては、大磯町の高麗山地区におい
て、地域対応能力向上を図る講習会の開催などの支援を行うなどの取組みを進める
ことができました。

　「新たな観光の核づくり」では、管内３大学の提案による観光モデルコース（６
コース）を県のホームページに掲載するなど、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、ツキノワグマの出没が相次ぎましたが、適切に対応
し、人的被害を未然に防ぐことができました。
　花菜ガーデンではかながわ健康イベントなどを実施するとともに、県のたよりや
FacebookなどによりＰＲを行うなど、全体として、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

項目

　有害鳥獣による農業被害を軽減するため、
市町や農協等で構成する支援チームにより、
地域自らが鳥獣対策等を推進する仕組みづく
りや農作物の被害低減対策の支援に取り組み
ます。

実績・進捗状況

　鳥獣被害対策を重点的に行う重点取組地域を
選定するため、市町へのヒアリングを行いまし
た。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チーム全体会議を
開催し、重点取組地域として高麗山地区（平塚
市及び大磯町）を選定しました。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームで、重点取
組地域の高麗山地区（平塚市・大磯町）におい
て、地域の被害対応能力向上を図る講習会の開
催、鳥獣被害軽減のための獣害防護柵の設置な
どへの支援を行いました。

  湘南地域鳥獣被害対策支援チームで、重点取
組地域の高麗山地区（大磯町）において、地域
の被害対応能力向上を図る講習会の開催の支援
を行いました。


