
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)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１ 工事発注状況

　①　土地改良費工事発注状況

　　県営かんがい排水事業、農業水利施設予防保全事業、土地改良施設危険防止対策事業

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

7件 0 2 5 1

377,300千円 0 278,875 74,333 2,457

　②　林道事業費工事発注状況
　　　林道改良事業

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

12件 2 4 4 1

158,022千円 29,033 45,984 73,334 9,656

　③　治山事業費工事発注状況
　　　治山事業

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

8件 1 3 3 0

238,697千円 50,012 93,682 49,919 18,517

　　入館者数　

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

2市町 1 1 0 0 2

13,875千円 6,750 17,250 0 -10,125 13,875

（注）年間見込の数値は、市町村において給付金の認定を随時行っているため変動します。

（注）工事状況における年間目標（計画）の数値は、全県の工事状況により変動します。

158,007

項目
工事契約金額　　　　　　　　　　　（単位：件・千円）　

累計

工事契約件数 8

工事契約金額 355,665

項目
年間目標
（計画）

工事契約金額　　　　　　　　　　　（単位：件・千円）　
累計

年間目標
（計画）

工事契約件数

２　補助金等交付状況

市町村数

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年3月31日）

　農政部では、県央地域の農林水産業振興のため、担い手の育成支援、農畜林産物の生産振興、里地里山の保全・再生等の推進、農業農
村整備事業の推進、民有林の森林整備、県産木材の活用促進、山地災害防止に向けた各種事業を実施している。

所　属
部名センター名

県央地域県政総合センター 農政部

交付決定額

①青年農業者給付金（経営開始型）の交付

人・農地プランを作成し、担い手と認定された新規就農者を支援する市町村に対し、補助金を交付する。

項目 年間見込
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

（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、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）

工事契約金額　　　　　　　　　　　（単位：件・千円）　

累計

工事契約件数 7

工事契約金額 212,130

11

工事契約金額

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

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

「収支の状況」については、総務部に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 32 32 32 32

再任用職員 5 5 5 5

臨時的任用職員 3 4 3 4

非常勤職員 5 5 5 5

計（人） 45 46 45 46

配置職員数



②　森林整備加速化・林業再生事業基金事業補助金の交付

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 累計

8件 1 1 5 1 8

142,095千円 20,000 5,633 96,462 20,000 142,095

（注）年間目標の数値は、県全体の計画が増となったため変動したものです。

　

　　　農とみどりの整備事業を実施する市町村に対し、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 出納整理期間 累計

5市1町 6 0 0 0 6

32,500千円 32,500 0 0 0 32,500

　

　　　補助営林道整備事業を実施する市町村・団体に対し、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 出納整理期間 累計

１市１団体 0 2 0 0 2

3,612千円 0 3,612 0 0 3,612

３　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

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

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

県産木材の生産と消費を拡大するため、木材の加工機械等の導入、公共施設の木造化に対して補助金を交付する。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

市町村数

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

交付対象数

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：件・千円)

③　農とみどりの整備事業補助金の交付

④　補助営林道整備事業費補助金の交付

市町村・団体数

交付決定額

項目 実績・進捗状況

【有害鳥獣対策の推進】
　農業者による効率性の高い忌避作物（被害にあいにくい
作物）の栽培促進などを通じ、地域全体で有害鳥獣対策に
取り組める集落づくりを進め、農業被害の軽減を目指す。

　作物を農家段階で試作し被害状況や商品性の検討、防護柵
の設置効果を確認した。

　試作作物の食害傾向の調査や試作作物の商品化について
農協や生産者等と検討した。

　試作作物の食害傾向や商品化の他、簡易防護柵の効果を
生産者等と検討した。

　農家を対象としたセミナーを開催し、他地域での取組み事例や鳥獣
被害対策の最新技術･情報について鳥獣被害対策セミナーを開催し
た。併せて県央地域鳥獣被害対策支援チームの取組みをパネルなど
で紹介した。

部長評価

　工事発注や補助金等交付事務については計画的に執行できており、順調なスタートを
切ることができた。また、年度初めにおける管内市町村・本庁等関係機関との調整を行
い、情報の共有化が図られた。

　工事発注や補助金等交付事務については、上半期執行予定以上を達成することができ
た。また、各種業務についても順調に推移しており、特に県産木材の活用に効果的な情
報発信ができたほか、県と企業による包括協定締結の調整が進んだ。

　工事発注や補助金等交付事務については、当初計画通り執行することができた。ま
た、各種業務についても順調に推移しており、特に県と企業による水資源保全活動に関
する包括協定が締結できたほか、津久井在来大豆消費拡大フェアを開催し好評を得た。

【県央協働ネットワークサポートプロジェクトの推進】
　地域と企業が協働して地域を活性化する取組みを支援す
る。

　活動協定締結に向けた企業、団体、市との調整を進めた。

　県央地域の水資源保全活動に関する包括協定の締結に向け
た調整を企業や関係機関と進めた。

　県央地域の水資源保全活動に関する包括協定を企業と締結
した。

　県央地域の水資源保全活動に関する包括協定に基づくイベ
ントなどの取組みを進めた。

　県内の建築士、設計士を対象とした「県産木材活用推進セミナー」
で管内の木造建築物、製材工場のPRを行った。また、10月の「木づか
い推進月間」にあわせて関係機関にポスター配布などを行った。

　厚木市森林組合主催で一般市民向けに開かれた森林教室でＰＲを
行ったほか、26年度の基金事業について、有効活用が図られるよう、
関係機関等に情報発信し、周知を要請した。

【森林法に基づく林地保全指導、保安林管理業務】
　森林の開発行為の適正化を図るため、許可申請について
の調査・巡回指導を行うとともに、保安林の適正な管理を図
るため、指定、行為許可、解除申請の調査等を実施する。

　通常の林地開発行為許可事務の他に太陽光発電施設の規
模拡大に対する指導を行った。保安林について、指定施業要
件の変更事務を計画的に行った。

　通常の許可事務の他に、林地開発許可の違反1件、保安林作
業許可の違反1件に対する是正指導を行った。

　通常の許可事務の他に、林地開発許可の違反に対する是正
指導を行った。

　通常の許可事務の他に、林地開発許可の違反に対する是正
指導を行った。

【津久井在来大豆のブランド化】
　市町村や農業関係団体・経済関係団体等と協働して、津
久井在来大豆の生産拡大と消費活動の推進を広域的・組
織的に行い、津久井在来大豆の振興組織の設置、全国的
なブランド化の取り組みを行う。

　支援していた「津久井在来大豆」の商標が正式登録された。協
議会組織の設立に関して関係機関と方針等について協議を進
めた。

  津久井在来大豆の協議会組織設立に関して、関係市町村
や農協などと、事業方針などを協議した。

津久井在来大豆消費拡大フェアを開催しＰＲした。また振興協
議会組織の設立について関係機関などと協議を行った。

  津久井在来大豆の協議会組織設立に向けて、関係機関と
課題調整を行った。

【県産木材の活用の推進】
　県産木材住宅を建築した場合の補助制度など、県産木材
利用に関する情報を発信し、普及、ＰＲを行う。

　普及PRが可能な今年度開催予定のイベントについて、市町
村、森林組合に対する照会、調整を行った。

　基金事業の追加募集にあたり情報発信を行うとともに、相模原
市緑区青根で行われたイベントでＰＲを行った。



第４・四半期

総合評価

046-224-4253連絡先（電話番号）

　工事発注や補助金等交付事務については、当初計画通り執行できた。また、各種業務
についても順調に遂行され、特に、有害鳥獣対策については、農家を対象とし開催した
セミナーで、地域ぐるみでの鳥獣被害対策が大切であることの啓発を行うことができ
た。

　工事発注、補助金、その他、業務全般において概ね良好に目的を達成することができ
た。


