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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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

項目 (再)配当額

事業費 3,622,711 62,848 756,909 422,183 1,919,796 -96 3,161,640

維持管理費 21,936 3,458 4,716 5,001 7,257 20,432

計 3,644,647 66,307 761,625 427,184 1,927,053 △ 96 3,182,073

389,788 261,181 402,617 270,996 1,324,582

456,095 1,022,806 829,801 2,198,050 △ 96 4,506,655

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

135 139 139 139

53 57 54 56

188 196 193 195

（注）常勤職員には、市町村派遣職員９人を含みます。

配置職員数

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

上記以外の職員

常勤職員

区分

計（人）

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

センター名 県西地域県政総合センター

合計

（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、各計欄は一致しない場合があります。

事
業
経
費

人件費計（注１）

支出済額

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

［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。

　水難事故を防止するため、河川利用者が増
加するゴールデンウィーク前に酒匂川合同パ
トロールを実施したほか、風水害を想定し
て、松田町と合同で図上訓練を実施し、市町
及び関係機関との連携強化を図った。

　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、地震災害想定で南足柄市、松田町
と、風水害想定で大井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。

　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、大雄山駅を会場に関係機関と合同で帰宅
困難者対策訓練や山梨県、静岡県との３県が
連携して富士山の噴火対策のための情報受伝
達訓練等を実施し、市町及び関係機関との連
携強化に取り組んだ。
　また、高病原性鳥インフルエンザ等発生時
に、迅速で適切な初動防疫業務を実施するた
め、地域建設業協会と「鳥インフルエンザ等
発生時における防疫業務に関する協定」を締
結した。

　管内市町、陸上自衛隊、消防本部等関係機
関と、地震災害を想定した図上訓練を実施
し、県西現地災害対策本部の運営体制向上及
び管内市町・関係機関との連携強化に取り組
んだ。
  また、配備編成計画に県西（足柄上）広域
防災活動拠点業務を行う他所属職員に対し、
発災時の対応の説明及び防災資機材の操作訓
練を実施した。
　このほか、県西地域防災対策図を９年振り
に更新するとともに、管内市町との間で完成
した地図に表示されている１ｋｍメッシュを
使用して被災箇所等の位置表示習熟訓練を実
施した。

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

［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、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。



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

69件 0 71 0 △ 5 66

360,663千円 0 318,002 0 8,737 326,739

(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 9 6 8 21 － 44

10回 4 3 2 1 － 10

（２）業務実績

第１四半期

第２四半期

　　　県西地域活性化プロジェクトの取組みを市町や関係団体と連携して推進します。

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 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
西地域活性化プロジェクトなど、地域振興に
資する事業を実施します。

・未病いやしの里の駅を新たに９件指定しました。
・未病いやしの里センター設置予定場所でイベントを
２回実施しました。
・県西地域大学連携事業を募集し、３つの事業を採
択しました。
・第５回神奈川チェンソーアート競技大会を大野山で
開催しました。
・かながわシープロジェクトを推進するため、支援事
業を選考し、各実行委員会に参画しました。

・ 未病いやしの里の駅を新たに６件指定しまし
た。
・ 未病いやしの里センター設置予定場所でイベ
ントを３回実施しました。
・「未病いやしの里の駅」プロモーション推進
協議会を設置し、駅の魅力を伝える動画等の作
成を検討しました。
・ かながわシープロジェクトを推進するため、
各実行委員会に参画し、イベント実施に協力し
ました。

年間目標
（計画）

指定数・回数

未病いやしの里
「駅」指定

未病いやしの里セン
ター設置予定場所での
イベント開催

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



第３四半期

【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
西地域活性化プロジェクトなど、地域振興に
資する事業を実施します。

・ 未病いやしの里の駅を新たに８件指定しまし
た。
・ 未病月間（10月）に合わせ、未病いやしの里
センター設置予定場所でイベントを２回実施し
ました。また、同時期の地域イベントに「未
病」や「県西地域活性化プロジェクト」の普及
啓発ブースを集中的に出展しました。
・ コミュニティサイクル利用促進のため、モニ
ターツアーを実施し、ＰＲ動画を作成しまし
た。
・ かながわシープロジェクトを推進するため、
イベント実施に協力しました。



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 0 3

1,336千円 1,312 0 0 24 0 1,336

3件 2 0 0 1 0 3

1,336千円 1,312 0 0 24 0 1,336

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）

　　　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

【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
西地域活性化プロジェクトなど、地域振興に
資する事業を実施します。

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

・ 未病いやしの里の駅を新たに21件指定しまし
た。
・ 「未病いやしの里の駅」プロモーション推進
協議会や、東海大学との連携事業において、未
病いやしの里の駅のＰＲ動画等を作成し、県
ホームページ上で配信しました。
・ 前期に続き、今期は足柄上地域でコミュニ
ティサイクルのモニターツアーを実施し、ＰＲ
動画を作成しました。
・ 未病いやしの里センター設置予定場所で「Ｍ
Ｅ－ＢＹＯフェスタ２０１７春」を開催しまし
た。



（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

73件 28 24 39 26

74件 39 35 44 13

（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

107件 13 23 45 26

111件 9 34 58 11

（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

【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、H28年度はフォローアップとして、立入
検査の機会を捉え、関係事業所のうち55事業
所に対し、体制整備の確認を実施します。

　対象11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、体
制整備の確認を実施した。
　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15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、体
制整備の確認を実施した。

　対象17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、体
制整備の確認を実施した。

立入検査件数 107

（前年度実績） 112

項目 実績・進捗状況

【野生鳥獣被害対策の推進】
  昨年度に引き続き、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。
　県が所有する囲いわなを有効に活用し、集
中的･効率的な捕獲指導を行います。
  例年よりクマの目撃・出没情報が多く寄せ
られていることから、市町及び関係機関との
連携を密にし、対応に備えます。

　昨年度に引き続き、囲いわなを設置して捕獲
指導を行った。
　鳥獣被害対策支援チームについては、電気柵
の設置に向け調整を行った。
　クマの目撃・出没情報及び錯誤捕獲に対して
速やかに対応した。

　農林水産省の鳥獣被害対策基盤支援事業に
基づく地域リーダー（森林）研修において、
囲いわなの効果等について説明を行った。
　支援チーム事業の一環として、山北町にお
いて、鳥獣被害対策講演会を開催した。

　囲いわなに一度にイノシシが４頭捕獲さ
れ、効率的な捕獲効果が実証された。
　山北町において人家近くにクマの出没が確
認されたことから、電気柵を設置し予防対策
を行った。

　既存のイノシシ、シカ用のメッシュ柵に侵
入防止強化のため、防風ネットを設置した。
　支援チーム事業の一環として、南足柄市及
び山北町において、鳥獣被害対策講演会を開
催した。

立入検査件数 117

（前年度実績） 131

　　　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

*:年間目標は定期立入予定件数から計上していますが、実績には苦情等を含む随時立入調査件数が含まれます。

　　　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



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

【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、H28年度はフォローアップとして、立入
検査の機会を捉え、関係事業所のうち55事業
所に対し、体制整備の確認を実施します。

　対象11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、体
制整備の確認を実施した。

【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２事業
所に対し、一層の削減を指導します。

　対象１事業所に立入検査を行い、ＶＯＣの低
減について指導した。

　対象１事業所に立入検査を行い、ＶＯＣの低
減について指導した。

第２四半期までに実施済み。

第２四半期までに実施済み。



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 3 0 6 0 9

220ｍ 0 220 0 0 0 220

590,000千円 0 399,106 0 198,778 0 597,884

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件 0 7 1 11 0 19

246,500千円 0 173,998 16,773 28,917 0 219,688

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件 0 4 6 2 0 12

26,500千円 0 8,409 33,450 1,496 0 43,355

（３）　新規就農者確保支援事業実施状況

 　新規就農者確保支援事業補助金「青年就農給付金（経営開始型）」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

3市町 0 3 0 0 0 3

18,000千円 0 13,500 0 △ 1,876 0 11,624

　　　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

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

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

　県民の求める「食」を提供するために必要な新規就農者の着実な確保と定着を図るため、経営が不安
定な就農直後の所得を確保する給付金を給付する市町に対して補助金を交付しています。



（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

項　　　　　　　目 実績・進捗状況

【人・農地プランの作成支援】
　農業の競争力・体質強化を図るため、集
落・地域における話し合いによって、今後の
地域農業の中心となる経営体を位置づけ、目
指す経営や農地利用の方向、活用する支援策
などを市町がとりまとめる「人・農地プラ
ン」の作成の支援をしています。

　○　計画件数　目標　１計画
　○　平成27年度までの実績　５計画

　人・農地プランの作成、更新に向けた事業
実施計画の作成に係る市町への支援、同計画
の承認手続を進めました。

　プラン作成・更新に係る補助金交付決定を
し、新たにプラン作成をする事業主体と今後
のスケジュールの確認等を実施しました。

　新たにプランを作成する町について、年度
内の作成に向けた「集落・地域における話し
合い、検討会」開催等に係る助言等の支援を
しました。また、１町のプランが更新されま
した。

　２町３地区で新たにプランが作成され、目
標が達成されました。このほか、３市町のプ
ランが更新されました。

【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28年度までの実績　８地区

　既に活動を行っている組織への継続支援と
併せ、活動が行われていない地域に対して本
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。

　活動組織への継続支援と共に、市町と協力
し取組の行われていない地域において、説明
会等を実施する等、制度周知に努め、活動団
体の組織化を図りました。

　開成町内において、新たに１地区が組織さ
れ活動が開始されました。また、組織の活動
が問題無く進められるよう、町と共に活動団
体への支援を進めました。

　既に活動を行っている２地区において、29
年度から取り組み面積を拡充するとともに、
小田原市で新たに１地区が組織化され活動を
開始することになりました。

[農道補修状況（小田原市下曽我地区）][農道補修状況（小田原市下曽我地区）]



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

【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、ほ場整備の工事に必要な土砂の確保につ
いて関係機関と調整を行ないました。

　小区画で分散した水田を集積して大きな区
画に造成する区画整理工事を発注し、工事着
手に必要な測量を実施しました。

　水田の表土を剥ぎ、新たに造成する水田の
基盤を高くするため土砂を搬入し整地作業に
着手しました。

 内山地区全体の事業量２３haのうち工事初年
度の今年は下流側から２．４haの工事を実施
し、大きな区画の水田への整備が完了しまし
た。

[ほ場整備事業を実施する前の水田]

（南足柄市内山）



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

11,713 ㎥ 0 1,981 2,901 9,836 14,718

158,126千円 0 26,203 35,796 130,247 192,246

（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

18 件 7 8 3 0 0 18

381,759千円 84,184 200,111 64,722 31,896 0 380,913

（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

15 件 5 8 2 0 0 15

498,234千円 94,294 170,678 193,937 17,870 0 476,779

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



（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

16 件 3 8 5 0 0 16

112,862千円 14,440 42,247 25,885 210 0 82,782

　　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

27 件 10 14 3 0 0 27

618,250千円 93,519 445,212 18,208 3,551 0 560,490

（５）業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

【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。

生しいたけの放射性物質モニタリング検査
１回
県西地域林業再生推進協議会　１回
親子木工教室の共催　１回

　

　　　　　（親子木工教室の様子）

生しいたけの放射性物質モニタリング検査
１回
きのこ生産者ほだ場巡回　２回
苗木生産者得苗調査　１回
県西地域林業再生推進協議会施業集約化推進
部会　個別打合せ４回、全体打合せ１回
木育・野外活動体験指導　１回
県産材まつり出展　１回

（施業集約化推進部会全体打合せの様子）

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)



第４四半期

【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。

生しいたけの放射性物質モニタリング検査
１回
きのこ生産者ほだ場巡回　２回
苗木生産者得苗調査　１回
県西地域林業再生推進協議会 １回
しいたけほだ木づくり教室　１回

（しいたけのほだ木づくり教室）



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） 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。


