
第1号様式
所属進行表

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

年間計画額

項目 (再)配当額

事業費

維持管理費

計

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況
１　土地改良事業実施状況
　　県営農村振興総合整備事業により排水路整備工事や畑地かんがい施設の測量設計業務委託等を実施する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
３件 1 1 1 (1)

36,000千円 2,780 15,251 17,351 630
※（　）は、既契約分の変更契約

２　治山事業実施状況
　　都市近郊において山地災害から県民の生命や財産を守るため、治山施設を整備する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
5ヶ所 0 3 1 1

50,652千円 0 29,529 15,893 3,855

３　農とみどりの整備事業実施状況 
　　農とみどりの整備事業を実施する市に対し、補助金を交付する。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
２市 2 0 0 0

9,200千円 9,200 0 0 0

４　漁船登録等指導事業実施状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期
３回 3 0 0 0
－件 109 196 423 236
－件 42 217 5 2

※　漁船登録等事務及び遊漁船業登録等事務は、許認可事務等であるため、年間目標はありません。

市町村数 2
交付決定額 9,200

「漁船法」に基づく漁船の建造・登録及び検認事務、「小型漁船の総トン数の測度に関する政令」に基づく漁船の測度事務並
びに「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく遊漁船業の登録事務等を実施する。

項目
年間目標
（計画）

実績回数・件数　　　　　　　　　　　　(単位：回・件)
累計

遊漁船業務主任者講習会 3

遊漁船業登録等事務 266
漁船登録等事務 964

箇所数 5
契約金額 49,277

項目
年間目標
（計画）

市町村数・交付決定額　　　　　　　　　　　　(単位：市・千円)
累計

契約件数 3
契約金額 36,012

項目
年間目標
（計画）

箇所数・契約金額　　　　　　　　　　　　(単位：ヶ所・千円)
累計

項目
年間目標
（計画）

契約件数・契約金額　　　　　　　　　　　　(単位：件・千円)
累計

計

支出計(B)

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

（注１）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２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、合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。
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出

事
業
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人
件
費

給与 (下記手当を除く)

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

共済費相当額

退職手当相当額

収
入

収入科目 収入済額

収入計(A)

  農政部では、農畜産物の生産振興、農地の転用許可、土地改良事業の推進、水産振興、保安林の森林整備、山地災害防止のた
めの治山事業等を行っている。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

所　属
部　名

農政部

センター名

横須賀三浦地域県政総合センター

 

収支の状況欄については、総務部においてまとめて計上するため、空欄で

表示しています。 

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 14 14 14 14

再任用職員 1 1 1 1

臨時的任用職員 1 1

非常勤職員 1 1 1 1

計（人） 16 16 17 17

配置職員数



５　都市近郊における森林管理のあり方検討 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

６　地域産品地産地消拡大支援事業 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

７　“医食農同源 ～ 三浦半島モデル ～ ”の推進 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

８　ダイコンの栽培収穫体験イベントの実施 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

９　中高年ホームファーマー事業の運営調整 

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
　市民農園運営に係る農園開設、利用者選考・決定、
農地貸付、農園管理、研修等の取組を実施するととも
に、ＮＰＯ法人設立の支援を実施する。

　貸付契約事務、使用料徴収事務、体験研修開催のほか、
農園巡回指導等の取組を実施した。

　継続希望のアンケート調査を実施、体験研修開催のほ
か、農園巡回指導等の取組を実施した。

　農園使用料金の改定に関する説明会（12/3,5）の実施、
体験研修開催のほか、農園巡回指導等の取組を実施した。
また、葉山農園の利用者でNPO法人設立を目指すホーム
ファーマーへ農園候補地の情報提供を行った。

　中高年ホームファーマー勉強会と平成26年度体験研修当
選者説明会を実施（3/25）、体験研修開催のほか、農園巡
回指導等の取組を実施した。

項目 実績・進捗状況
　「食」と「農」に対する県民への理解促進と地産地
消を推進するため、ダイコンの栽培収穫イベントを実
施する。

　９月の開催に向けて、募集パンフレットを始め広報誌
「県のたより」及び県のホームページに掲載する資料を作
成した。

　９月７日(第１日目)に開催した｢種まき｣に６４名､９月
28日(第２日目)に開催した｢間引き｣に６０名の県内小中学
生とその保護者が参加した｡

　11月16日（第３日目）に開催した「収穫」に５６名の県
内小中学生とその保護者が参加した。

　11組の方から絵日記や収穫体験談等のおたよりをいただ
いた。

項目 実績・進捗状況
　県立保健福祉大学の研究成果や開発メニュー、地域
の食材の活用などについて、地域の農産物直売所等を
通じて普及するなど医食農同源を推進する。

　県立保健福祉大学及び地域の農産物直売所と医食農同源
の推進について打合せを行った。

  県立保健福祉大学とレシピの作成について、調整を行っ
た。

　県立保健福祉大学が11月17日､19日に「よこすかポート
マーケット」で「ＡＭＦ栄養ケアステーション」を開設、
それに合わせて当センターが作成したダイコンのレシピの
配布を行った。また、管内の大型直売所等でも配架・配布
を行った。

　環境農政局農業振興課が2月21日に「すかなごっそ」で
試食・PRイベントを開催、それに合わせて当センターが作
成したレシピの配布を行った。また、管内の大型直売所等
でも配架・配布を行った。

項目 実績・進捗状況
　三浦市城ヶ島において観光客等を対象とした、アワ
ビやサザエ等の磯根資源の放流体験の実施に対して支
援を行う。

　同様なイベント事例の情報収集と関係機関との調整を
行った。

  漁業協同組合とイベントを２月頃に実施する方向で調整
を行った。

　漁業協同組合と磯根資源放流体験の委託契約を締結し
た。

　2月12日、水産技術センターを会場に資源管理型漁業体
験イベントを実施し、県民16名の参加があった。また、参
加者に対しアンケート調査を実施した。

　三浦半島地域の特徴的なエリアを選定し、土地所有
者への説明、地域住民の一部への聞き取りを行い、
ワークショップ(懇談会、現地検討会等)を開催し、今
後の森林管理における行政も含めた役割分担や取り組
みについて、住民参加型で検討し、管理方針を策定す
る。

　土地所有者への説明、地域住民の一部への聞き取りを実
施した。

  地域住民アンケートを実施し、とりまとめを行った。

　10月6日に森林所有者説明会、11月4日、30日、12月14日
にワークショップを開催した。

　1月11日、2月2日、23日にワークショップを開催し、
「沼間四丁目上の谷戸森林管理方針」を策定した。

項目 実績・進捗状況



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

部長評価

　都市近郊における森林管理のあり方検討などの関係機関等との調整を要する業務等に
ついて、計画的かつ効率的に業務を進めることができた。
　治山事業やダイコンの栽培収穫体験イベントなどを計画的に実施するとともに、関係
機関等との調整、連携を図りながら着実に事務を進めることができた。
　都市近郊における森林管理のあり方検討におけるワークショップを計画的に開催する
とともに、医食農同源に係るレシピを作成、管内の大型直売所等で配架・配布し、その
普及推進を図ることができた。

　都市近郊における森林管理のあり方検討において、住民参加型により「森林管理方
針」を策定するとともに、地域産品地産地消拡大支援事業においては、資源管理型漁業
体験イベントを開催し、アワビ等の放流による資源の管理型漁業の概要と地域産品のＰ
Ｒなど地産地消の推進に向けた取組みを行うことができた。

　土地改良事業や治山事業などを計画的に実施するとともに、都市近郊における森林管
理のあり方検討や地域産品地産地消拡大支援事業など関係機関等との調整を要する事業
については、関係機関等と調整・連携を図りながら着実に取組みを進めることができ
た。

連絡先（電話番号） 046-823-0438


