
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

（注）常勤職員28名の外に、市からの派遣職員１人が配置されています。

Ⅳ　業務実施状況

１　水源の森林づくり推進状況

　(1) 水源林確保事業実施状況 

  　　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、水源林の確保を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

58.32 0.00 35.08 2.79 18.69

(53.82) 42.97 10.85 0.00 0.00

　(2) 水源林整備事業実施状況 

  　　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、水源林の整備を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

136.92 14.07 90.42 72.79 0.29

(126.04) 0.00 30.93 3.83 91.28

２　補助金執行状況等

　(1) 搬出奨励補助金の交付

　　　間伐材の集材搬出の推進を図るため、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

4事業者 1 2 1 3 　　　　－ 4事業者

67,600千円 185 10,145 8,657 20,596 　　　　－ 39,583

　(2) 農とみどりの整備事業補助金の交付

　　　農業農村の整備を促進するため、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 5 0 0 0 　　　　－ 5

62,000千円 62,000 0 0 △ 2,325 　　　　－ 59,675

市町数

交付決定額

交付事業者数

交付決定額

項目
年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　(単位：千円)

項目
年間目標
（計画）

交付決定額等　　　　　　　　　　(単位：千円)

(前年度実績) 126.04

整備面積 177.57

　地産地消による農林水産業を振興するため、農林水産物の生産振興、農地の転用許可、農地及び農業用施設の整備、里地里山の
保全･活用、水源の森林づくり事業及び山地災害防止などの各種事業を実施している。

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

湘南地域県政総合センター

収
入

収入科目 収入済額

収入計(A)

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。

支
出

事
業
経
費

支出済額

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

(前年度実績) 53.82

項目

項目
年間目標

（計画面積）

実績　　　　　　　　　　　（単位：ha）　

累計

確保面積 56.56

年間目標
（計画面積）

実績　　　　　　　　　　　（単位：ha）　

累計

 

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 28 28 28 28

再任用職員 2 2 2 2

臨時的任用職員 2 2 2

非常勤職員 6 7 7 6

計（人） 36 39 39 38

配置職員数



３　工事執行状況

　(1) 治山、林道に関する工事

　　　治山工事により山地災害の復旧や林道の改良等を計画的に行う。

契約件数

2件

3件

6件

11件

22件

  (2) 農業基盤整備に関する工事

　　  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する。

契約件数

0件

0件

15件

7件

22件

４　活力ある地域農業等の推進

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

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

６　優良な農地の保全･確保

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

７　里地･里山の保全･活用

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） 0463(22)9275

部長評価

　年度当初に業務執行体制を整備するとともに、本庁各所管課及び市町担当者と調整を
図り、各業務毎の年次計画を策定し、円滑に進めることができた。
　計画的な事務の執行に加えて、人・農地プランの策定、農地転用に係る市町農業委員
会との調整、里地里山活動団体への支援などの案件について、適切に対応することがで
きた。

　各事務を着実に実施するとともに、人・農地プランの策定、農地転用に係る市町農業
委員会との調整、里地里山活動団体への支援などの案件について、適切に対応すること
ができた。水源林の整備においては、取組を加速し、目標を上回ることができた。

　年度末に集中する事務を着実に行ったほか、人・農地プランの策定、農地転用に係る
市町農業委員会との調整、里地里山活動団体への支援などの案件について、適切に対応
することができた。水源林の整備についても、着実に取り組むことができた。

　1年間を通し、適切に事務を遂行することができ、人・農地プランの策定、有害鳥獣対
策の推進、農地転用に係る市町農業委員会との調整、里地里山活動団体への支援につい
て、着実に取組んだ。水源林の確保・整備については、概ね目標を達成できたが、間伐
材の搬出奨励補助は、大雪の影響などから交付決定額は目標を下回った。

項目 実績・進捗状況

　里地・里山の多面的機能の発揮とそれらを次世代に
継承するため、地域への働きかけや市町村との連携に
より、里地・里山の保全を促進する。

　県の保全活動の結果、新たに保全活動を行う団体と地権
者との協定が締結され、保全活動面積の拡大を図ることが
できた。

　新たに保全活動を行う団体と地権者との協定を認定し、
補助金を交付決定するなど活動に対する支援を行った。

　保全活動に対する補助金事務を行った。

　保全活動に対する補助金事務を行った。

項目 実績・進捗状況

　市・町農業委員会と連携し、農業生産の基盤である
農用地等の保全・確保を図るとともに、的確な農地転
用許可制度の運用を図る。

　転用申請について、市町農業委員会等と連携を図りなが
ら、適正に審査を行った。
　転用申請について、市町農業委員会等と連携を図りなが
ら、適正に審査を行った。
　転用申請について、市町農業委員会等と連携を図りなが
ら、適正に審査を行った。

　転用申請について、市町農業委員会等と連携を図りなが
ら、適正に審査を行った。

項目 実績・進捗状況

　有害鳥獣による農業被害を軽減するため、市や農協
等で構成する支援チームで選定したモデル地域におい
て、畑の周囲に簡易な電気柵を設置し、防護効果を検
証するとともに、現地で被害防止策を指導する。

　モデル地域において、被害対策用の簡易電気防護柵の設
置を行った。

  モデルほ場の電気防護柵周囲に設置した監視カメラ等で
野生鳥獣の侵入状況及び被害状況の調査を実施した。
  モデルほ場において、有害鳥獣被害はなく、抑制効果が
確認できた。

　モデルほ場の電気防護柵周囲に設置した監視カメラで野
生鳥獣の侵入状況の調査を実施した。

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

項目 実績・進捗状況

　地産地消を推進し、湘南地域の特色を活かした持続
可能な活力のある農業、畜産業、水産業の振興を図
る。

　人・農地プランの策定にあたる市町を支援するととも
に、畜産農家や漁協に対し、適切な指導を行った。
　人・農地プラン策定への支援を行うとともに（１町が策
定）、畜産農家や漁協に対し、適切な指導を行った。

  人・農地プラン策定への支援を行うとともに、畜産農家
や漁協に対し、適切な指導を行った。

  人・農地プラン策定への支援を行うとともに（計2市2町
が策定）、畜産農家や漁協に対し、適切な指導を行った。

第４・四半期 33,458千円 　農業用水路の改修工事や業務委託を実施した。

累計 211,305千円

第２・四半期 0千円 　農業用水路の改修工事の入札公告等を行った。

第３・四半期 177,847千円 　農業用水路の改修工事や業務委託を実施した。

時期 執行額 実績・進捗状況

第１・四半期 0千円
　第２四半期に執行する工事のための調査や積算等を行っ
た。

累計 174,544千円 　

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
　　

第３・四半期 59,308千円 　治山ダム工事、山腹工事と林道の法面保護の工事を行った。

第４・四半期 28,493千円 　治山ダム工事、山腹工事と林道の法面保護の工事を行った。

第１・四半期 40,696千円 　治山ダム３基の整備と林道の法面保護の工事を行っている。

第２・四半期 46,047千円 　治山ダム工事、山腹工事と林道の法面保護の工事を行った。

時期 執行額 実績・進捗状況


