
第1号様式
所属進行表

局名 部名

環境農政局 農政部

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　「医食農同源」普及推進活動実施状況

　(1)　研究会及び試食会の実施状況　

項目 実施日 実施場所 レシピ配布数

研究会 6月19日 わいわい市藤沢店 －

イベント 7月6日 わいわい市藤沢店 600

研究会 8月29日 はだのじばさんず －

イベント 9月14日 はだのじばさんず 500

研究会 9月25日 あさつゆ広場 －

イベント 10月6日 あさつゆ広場 500

研究会 1月28日
農技C三浦半
島地区事務所

－

イベント 2月21日 すかなごっそ 800

２　食品表示適正化のための調査の実施状況

　(1)　特別調査の実施状況

年間目標 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

25 31 40 13 109

３　卸売市場検査及び届出処理事務の実施状況

年間目標 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

9 0 0 7 2 9

8 13 7 12 40

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/

項目

地方卸売市場検査数

地方卸売市場からの届出処理数

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施した

項目

　　卸売市場の適正な運営を図るため、定期的に各市場の現地調査を実施する。また、卸売市場法に定める申請、届出の
  処理を実施しています。

実施内容

従業員に対して医食農同源の講習会を実施した

時期

　　　 ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化を図るため、商店街等の生鮮食品小売店を対象とした特別調査を実施しています。

従業員に対して医食農同源の講習会を実施した

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施した

すかなごっそ従業員に対して医食農同源の講習
会を実施した

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施した

特別調査数

一般向けに医食農同源レシピ集の配布と試食を実施した

従業員に対して医食農同源の講習会を実施した

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（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。

第１・四半期

　　　「医食農同源」についての理解促進を図るため、大型直売センターにおいて研究会を開催するとともに、各地域の
    食材を用いた「医食農同源」レシピによる試食・ＰＲを行い、地産地消による「医食農同源」への理解を深めます。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　県民の皆さん、農業振興課です。
　私たちは県の農業振興のため、主に次の仕事をしています。
　・　農産物の生産の指導や奨励、野菜等の価格安定に関する事務
　・　卸売市場の整備に対する補助や、運営指導に関する事務
　・　ＪＡＳ法に基づく食品表示の調査や指導に関する事務

所　属
室・課（出先は所属）名

農業振興課

所属のホームページ

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

274,491 3,309 11,483 6,340 156,100 177,232

6,541 6,541 6,541

0

281,032 9,850 11,483 6,340 0 156,100 183,773

項目 (再)配当額

事業費 76,340 12,546 10,035 6,345 4,485 5,329 38,740

維持管理費 0

計 76,340 12,546 10,035 6,345 4,485 5,329 38,740

23,064 22,535 23,430 23,737 92,766

1,577 132 1,833 13 3,555

14,264 15,238 29,501

38,905 22,667 40,501 23,750 125,822

6,268 6,268 6,268 6,268 25,071

3,174 3,174 3,174 3,174 12,697

48,347 32,109 49,943 33,192 0 163,591

60,893 42,145 56,288 37,677 5,329 202,331

△ 51,043 △ 30,662 △ 49,948 △ 37,677 150,771 △ 18,559

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

国庫支出金

諸収入

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)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 17 17 17 17

再任用職員

臨時的任用職員 1 1 1 1

非常勤職員

計（人） 18 18 18 18

配置職員数
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４　園芸振興事業の委託の実施状況

５　卸売市場施設整備に係る業務の実施状況

６　野菜価格対策に係る業務の実施状況

７　農業経営安定対策に係る業務の実施状況

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

　　生鮮野菜等の安定供給のために、青果物の価格に著しい安値が生じた時に、一定の額を生産者に補填し、経営の安定を
  図るための資金造成に係る業務の実施・進捗状況

実施計画 実施・進捗状況

実施計画 実施・進捗状況

平成25年度整備事業を取りまとめ、事業計画の審査及び国
への交付金要望を行った。

平成25年度整備事業にかかる事業実績報告について確認を
行った。また、平成26年度整備事業に係る事業要望調査の
取りまとめを行った。

第４・四半期
花き、果樹、植木等生産者団体等の指導を実施(5回)
研究会開催(11回)

第３・四半期

第４・四半期

　  園芸農家に対する技術指導等の支援を神奈川県園芸協会に委託し、その実施内容について確認をしています。

項目 実施計画

項目

卸売市場整備の助成事務

花き、果樹、植木等生産者団体の指導
研究会の実施

第２・四半期

実施・進捗状況

第１・四半期
花き、果樹、植木等生産者団体等の指導を実施(21回)
研究会開催(3回)

第１・四半期

(独)農畜産業振興機構及び(社)神奈川県野菜
価格安定資金協会の行う野菜価格安定対策事
業への助成事務

第４・四半期 県及び地域における実施状況のとりまとめ 県及び地域における実施状況について取りまとめた。

第２・四半期 直接支払交付金の設定及び対象作物の確認 直接支払交付金の設定及び対象作物の確認を行った。

第３・四半期 対象作物の生産数量目標設定等の策定 対象作物の生産数量目標の設定を行った。

事業承認、交付決定を行った。

第２・四半期
県指定野菜価格安定対策事業資金造成費補助金及び事務費
補助金の支出を行った。

第３・四半期
２月補正予算作成に向け国指定事業及び特定事業につい
て、平成25年度必要額の確認を行った。

第４・四半期
国指定野菜価格安定対策事業補助金及び特定事業野菜価格
安定対策事業補助金の支出を行った。

花き、果樹、植木等生産者団体等の指導を実施(9回)
研究会開催(10回)

045-210-4422

平成25年度整備事業にかかる着手届に関する事務及び整備
方針について確認を行った。

所属長評価

平成25年度整備事業にかかる事業変更承認事務及び整備方
針について確認を行った。また、平成26年度整備事業に係
る整備方針について確認を行った。

　いずれの事業とも計画通り着実に実施した。特に、県内商店街を対象とした食品表示
特別調査は計画20カ所中16カ所（96軒）、年度後半から着手予定であった卸売市場検査
は、計画9件中７件終了するなど、計画を上回るペースで実施した。

　いずれの事業とも計画通り着実に実施し、年度末を踏まえた手続き等を適切に行っ
た。特に医食農同源の普及推進活動については、これまでの活動を踏まえて改善を図っ
た結果、多くの県民にＰＲすることが出来た。

　医食農同源の研究会や、各地域の食材を用いた医食農同源レシピによる試食・ＰＲの
実施については、計画どおりに実施することができ、より効果的な医食農同源の理解促
進に向けて次年度への実施につなげることが出来た。
　食品表示の適正化に係る商店街等の生鮮食品小売店を対象とした特別調査の実施につ
いては、計画どおりに実施することができ、食品表示制度に関する理解を深めることが
できた。
　卸売市場の現地調査については、目標どおりに実施することができ、届出の提出や、
適正な運営に向けて指導し、改善を図ることができた。
　その他の事業についても計画的に実施し、所期の目的を達成することができた。

　医食農同源に係る新規事業を計画どおり立ち上げるとともに、委託事業及び国庫交付
金に関する業務の円滑な遂行に必要な手続き等をタイミングよく適切に行った。

連絡先（電話番号）

　新規の医食農同源食材活用モデル事業については予定４カ所のうち、すでに２カ所で
実施済、３カ所目は研究会まで実施した。また、委託事業及び国庫交付金に関する業務
についても計画どおり事業を推進した。

第３・四半期
花き、果樹、植木等生産者団体等の指導を実施(11回)
研究会開催(13回)

　　農業経営の安定と国内生産力の確保を図るために、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額
  を交付するための業務の実施・進捗状況

　　中央卸売市場整備計画に則して卸売市場の施設整備に対する助成に係る業務の実施・進捗状況

項目

第１・四半期

項目 実施計画 実施・進捗状況

第１・四半期

第２・四半期

地域推進計画の認定、事務費補助金交付決定 計画認定、交付決定を行った。


