
局名 部名

環　境
農政局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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）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。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1740/

所属のホームページ

東部漁港事務所

室・課（出先機関は所属）名

【三崎漁港全景】

第１号様式

所属進行表

こんにちは、東部漁港事務所です！

私たちは、「三崎のまぐろ」で有名な

三崎港のほか、小網代湾、油壺湾、諸磯

湾湾、宮川湾などを含む三崎漁港区域で、

次の仕事を行っています。

①漁港施設の整備工事

②岸壁、防波堤、城ケ島大橋など漁港

施設や輸送道路の維持管理

③三崎漁港区域内の国有財産管理や、

許認可

④ゲストバースなどによるプレジャー

ボート対策

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 16 16 16

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 18 18 18 18

配置職員数

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 855,197 6,848 540,994 26,759 170,094 110,503 855,197

維持管理費 26,257 4,631 5,839 5,630 6,947 3,211 26,257

計 881,454 11,478 546,833 32,388 177,041 113,713 881,454

48,085 30,019 47,843 31,584 157,531

59,563 576,852 80,231 208,625 113,713 1,038,985

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1740/


Ⅳ　業務実施状況

１　漁港施設の整備・補修
　　三崎漁港整備事業による防波堤、橋梁、道路などの整備及び補修　

6 421,365

6 297,126

2 12,067

1 73,048

15 803,606

２　漁港施設の維持管理

　　漁港施設のパトロール、城ヶ島大橋の利用状況(上段は本年度、下段は前年度実績)

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

77 18 15 17 19 - 69

87,701 87,678 80,564 84,891 - 340,834

89,759 91,338 79,692 84,497 - 345,286

累計
※執行額は県営漁港整備事業費及び水産業施設
現年災害復旧費の委託料と工事請負費の執行額
合計（繰越案件含む）

第３・四半期 進捗率90.9％

第２・四半期 進捗率89.4％

第４・四半期 進捗率100.0％

時期 契約件数
執行額
（千円）

実績・進捗状況

第１・四半期 進捗率52.4％

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　　(単位：回、台)

パトロール実施
回数

城ヶ島大橋通行台
数

350,000

【城ケ島大橋】 城ケ島大橋通行台数の推移（有料時間帯）

【二町谷南防波堤の被災箇所の復旧工事が完成】

【完成】【被災時】

341138

338227
339503

345286

340834

334000

336000

338000

340000

342000

344000

346000

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度



３　漁港施設の適正利用の促進

　　プレジャーボート、放置艇対策(ゲストバース上段は本年度、下段は前年度実績)

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

474 577 289 171 - 1,511

503 612 314 165 - 1,594

10 0 0 0 7 - 7

４　その他の取組

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

○　気持ちよくお迎えできる三崎漁港を
　目指して
　・　一斉清掃の実施
　・　海水浴場パトロールの実施

○　地域の活性化を図るために
　・　新たな観光の核づくり事業等への
　　協力、支援

・　漁港関係者や地元の方々などと連携し、三
　崎漁港の一斉清掃を実施しました｡

・　漁港区域内の海水浴場の適正利用を図るた
　め､利用者への啓発や海の家へのルール周知､
　指導を行いました。

・　漁港関係者や地元の方々などと連携し、三
　崎漁港の一斉清掃を行うとともに、地元建設
　団体と道路の草刈などを実施しました｡
・　全施設の点検パトロールを実施し、施設補
　修を順次実施しました。
・　うらり階段型ベンチ設置事業者等に協力
　し、観光振興に資する事業を支援しました。

・「かながわシープロジェクト」の取組みで、
　ダイビング拠点整備事業に協力し、地域活性
　化の支援を行いました。

放置艇の撤去、移
動等の隻数

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　　(単位：隻)

三崎港ゲストバー
スを利用するヨッ
ト、ボートの隻数

1,570

【三崎港ゲストバース】 【警告書を貼付した放置艇】



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

・　平成26年に被災した二町谷南防波堤の復旧工事が完成し、漁港の
　安全性が向上しました。
・　放置艇対策として、今年度は10隻を撤去させるため警告書を貼付
　したところ、このうち３隻は自主的に撤去されました。
・　城ヶ島のダイビング拠点整備事業に協力し、地域活性化に向けた
　支援を行いました。

・　安全安心の確保を図るため、南防波堤や二町谷南防波堤の災害復
　旧工事を完成させるとともに、二町谷地区の護岸かさ上げ工事によ
　る機能強化や、城ケ島大橋の機能保全工事を推進しました。
・　漁港施設の適正利用を図るため、三崎漁港の一斉清掃や全施設の
　点検パトロール、放置艇の撤去対策などを実施しました。
・　地域の活性化を図るため、水産物輸出促進緊急基盤整備事業基本
　計画を策定し、三崎漁港高度衛生管理推進協議会を発足しました。
　　また、うらり階段型ベンチの設置や自転車ラック搭載の新渡船の
　導入、城ヶ島のダイビング拠点の整備などの事業に協力しました。

・　三浦市が実施する二町谷地区「海業振興を目指す用地利活用プロ
　ジェクト」募集に対する協力を行いました。
・　平成26年に被災した南防波堤の復旧工事が完成し、漁港の安全性
　が向上しました。
・　漁港の整備や管理等の参考とさせていただくため、漁港利用者懇
　話会を開催しました。
・　誰もが安心して海岸が利用できるよう、関係機関と連携し、夏季
　の海水浴場パトロールを実施しました。

046-882-1233連絡先（電話番号）

所属長評価

・　漁港施設の整備・補修工事を計画的に発注するとともに、平成26
　年度より実施している南防波堤復旧工事を推進しました。
・　漁港施設等の許認可事務や定期的なパトロールに基づく指導等を
　通じて、所管区域を適切に管理しました。
・　地域と連携した一斉清掃や水上バイク等の侵入禁止ブイの設置な
　どにより、漁港の快適で適正な利用を促進しました。

・　城ケ島大橋取付道路の補修工事等を完成させるとともに、二町谷
　地区の護岸かさ上げ工事や城ヶ島大橋の機能保全工事等を推進しま
　した｡
・　漁業関係者や市場関係者等で構成する三崎漁港ＢＣＰ（業務継続
　計画）検討委員会において、津波被害を想定したＢＣＰ運用訓練を
　行いました。
・　三崎の水産物の輸出戦略を図る「水産物輸出促進緊急基盤整備事
　業基本計画」を策定するとともに、漁港の衛生管理レベルを向上さ
　せることを目的とした「三崎漁港高度衛生管理推進協議会」を発足
　しました。
・　うらり階段型ベンチの設置や自転車ラック搭載の三崎城ヶ島間の
　新渡船導入などの事業に協力し、地域活性化や観光振興に向けて支
　援を行いました。


