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局名 部名
環境農政局

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　人・農地プランの作成の推進

第１・四半期

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、当所で収入する国有農地等の法定受託事務分以外の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。

川崎市：平成26年3月26日付けでプラン作成
横浜市：平成26年2月28日付けでプラン変更

市町村が地域毎に、話し合いにより今後の
地域農業の中心となる経営体を位置づけ、目
指す経営や農地利用の方向、活用する支援策
などを取りまとめる「人・農地プラン」の作
成を推進する。

　未作成である川崎市に対して、昨年度作成した
横浜市などの「人・農地プラン」を参考提示し、
市担当者とともにプラン作成に係る問題点等を整
理するなど、作成に向けた取組みを支援した。

　プラン作成に向け、川崎市からの質問等につい
て回答。作成までの具体的スケジュールについて
アドバイスを実施。

川崎市：本年度作成に向けてのアドバイスを実
施。
横浜市：プラン作成後1年が経過し、市と内容に
ついて検証を行った。その結果、地域の中心とな
る新たな経営体を位置づけることとし、今年度内
にプランを変更することとした。

項　　目 実績・進捗状況

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年５月31日）

所 属
室・課（出先は所属）名
横浜川崎地区農政事務所 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450246/

所属のホームページ

 横浜川崎地区農政事務所では、横浜市、川崎市（国有農地等の管理に関する事務にあっては、神奈川県全

域）における地域農政推進対策、農林業の振興対策、農業農村の整備対策、畜産業の振興対策、森林の保全

及び国有農地等の法定受託事務に関する事務を行っています。 

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

38,812 19,500 16,648 36,148

35 35 35

42 15 8 8 12 43

38,889 50 19,508 8 12 16,648 36,226

項目 (再)配当額

事業費 387,321 290 16,094 22,092 176,886 56,019 271,382

維持管理費 6,404 1,055 1,271 959 2,020 502 5,807

計 393,725 1,346 17,365 23,051 178,906 56,521 277,189

23,931 22,931 22,969 23,286 93,117

1,576 128 1,533 144 3,382

15,090 15,607 30,697

40,598 23,060 40,108 23,430 127,196

6,215 6,215 6,215 6,215 24,860

2,957 2,957 2,957 2,957 11,827

49,770 32,232 49,280 32,602 0 163,883

51,115 49,597 72,331 211,508 56,521 441,072

△ 51,065 △ 30,089 △ 72,323 △ 211,496 △ 39,873 △ 404,846

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

財産収入

その他

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 16 16 16 16

再任用職員 2 2 2 2
臨時的任用職員

非常勤職員 3 5 3 5

計（人） 21 23 21 23

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450246/


２　地産地消の取り組みを実践している農業者団体の支援

第１・四半期

第２・四半期

第４・四半期

　　
３　農業農村理解促進イベントの実施

第１・四半期

第２・四半期

第４・四半期

４　県民への理解浸透を目指した畜産環境改善の推進

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

53 19 24 12 0

５　補助事業等実施状況
①木造公共施設等整備事業費補助金

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

(3箇所) (1箇所)
0 31,765 19,995 0 

②卸売市場施設整備事業補助金

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

(3箇所)
0 215,052 △61,644 1,357 

かながわ県産木材の消費拡大並びにＰＲを図るため、森林整備加速化・林業再生基金を活用し、公共施設の
木造化・内装の木質化に対する取組みを支援する。

項　　目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　 　　(単位：千円)
累計

(4箇所)
木造化・内装木質化 ４箇所

(3箇所)
卸売市場施設整備 ３箇所

154,765 

巡回指導農家数 55

項　　目 実績・進捗状況

24年度に実施した、女性農業者が作ってい
る農産加工品や食技術と商工業関係者との
マッチングをフォローアップすることによ
り、商品化を推進する。

　前年度に開催した農産加工品等紹介イベントで
の農業者と商工業者とのマッチング事例及び商工
業者の意向等を調査した。

　意向調査結果をもとに、今年度の取組内容（地
元産の米粉、小麦粉の利用拡大及び食農連携コー
ディネーターによる講演会の実施）を決定した。
　9月30日に生産者及び商工業者を集め、地元産
の米粉、小麦粉利用にあたっての意見交換会を実
施した。

　事業実施対象団体の目標である「加工品の流
通・販売の拡大をめざす。」を達成するため、11
月7日に食農連携コーディネーターによる講演会
「消費者ニーズをつかんで、食と農の連携をひろ
げていこう。」を開催した。

　平成26年2月24日に開催した事業実施対象団体
主催のイベントでは、9月30日に実施した意見交
換会に参加したNPO法人が地元の小麦粉を使用し
たケーキの販売を行った。また、農産加工品の販
路拡大のため、会員相互の加工品を組み合わせた
「セット販売」という画期的な発想による新たな
販売戦略を提案・実現した。また、3月17日に
は、事業実施対象団体の地産地消の取組みを他の
農業者にも広く波及させることを目的として優良
事例発表会を開催した。

項　　目 実績・進捗状況

生産基盤となる農地や農業用施設等の有す
る生産機能及び多面的機能の大切さの理解促
進を図る。
　本年度参加者人数目標　40人

　前年度に実施したイベント参加者の意見等を参
考に、今年度実施のイベント内容及び場所を決定
した。

　県のたより8月号及びHP等によりイベント内容
を周知し、参加者を募ったところ、50名から参加
申込みがあり、抽選により43名を選定した。

　10月12日にイベントを実施。当日のキャンセル
等により最終的に12組36人となった。アンケート
調査では、農業への理解を深めることができた
(約90%)、農地はあったほうがよい（100％)との
回答を得た。また、地産地消は大切、農地の必要
性が理解できた、農業は子どもに命の育みを見せ
ることができるので必要などの意見があり、実施
目的を十分に伝えることが出来た。また、開催の
状況をHPに掲載し、広く県民に紹介した。

　平成26年度のイベント実施場所等について決定
した。

都市の中にある畜産について、広く県民への理解と信頼を得るとともに、畜産農家の環境改善意識の向上を
図るため、畜産農家が日ごろ取り組んでいる施設周辺の環境美化、衛生害虫対策等に対して支援する。

第３・四半期

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460025/p509447.html

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460023/p587646.html

第３・四半期

項　　目 年間目標
実績戸数　　　　　　　　　　　（単位：戸）　

累計

51,760 

卸売市場法に定める中央卸売市場整備計画に則して計画的に実施する施設の改良等及び中央卸売市場整備計
画に中央拠点市場として位置づけられた中央卸売市場の施設の改良、造成等に対して助成する。

項　　目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　 　　(単位：千円)
累計

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460025/p509447.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460023/p587646.html


③農とみどりの整備事業費補助

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

(1箇所)
8,000 0 0 0 

６　法令に基づく許認可等事務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

133 29 37 21 35
195 26 20 18 11

7 1 3 5 3

７　国有農地等の適正管理と処分の促進
　農地法に基づき農林水産省から法定受託している国有農地等（県内約700筆）の適正管理に努める。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

6件　 0件　 2件　 4件　 0件　
事前手続完了 20筆　 1筆　 2筆　 0筆　 16筆　
入札執行 11筆　 0筆　 3筆　 4筆　 4筆　

所有権移転 4筆　 4筆　 3筆　 2筆　 0筆　

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

所属長評価

　新年度のスタートに当たり、人・農地プランの作成、地産地消の取り組
みへの支援、農業農村理解促進イベントの実施に向け、本庁、市、ＪＡな
ど関係機関と円滑に調整を進めることができた。
　また、国有農地の処分については、４筆の所有権移転を完了した。

　人・農地プランの作成、地産地消の取り組みへの支援、農業農村理解促
進イベントの実施、畜産農家の巡回指導等は、着々と業務を進めており、
補助金についても第２四半期までに１箇所を除き交付決定済みであり順調
に進捗していると考える。
　国有農地の処分促進については、条件整備等に日時を要しており、事前
手続き等の進捗を図る必要がある。

　農業農村理解促進イベントは計画どおり実施できた。補助金についても
計画どおり交付決定済みで、補助先で事業を進めている。その他の人・農
地プランの作成等も着々と業務を進めており、順調に進捗していると考え
る。
　国有農地の処分促進について、所有権移転は、関東農政局、買受人等と
の調整を進め、計画以上の実績となったが、事前手続きについては依然と
して境界確定等条件整備に日時を要しており、進捗を図る必要がある。

　人・農地プランについて、川崎市の策定、横浜市の変更に当たり支援を
行い、また、地産地消への取り組みについては、これまでの取り組みの集
大成として優良事例発表会を開催するなど一定の成果が得られたと考え
る。
　また、国有農地の処分へ向けての事前手続き等を進めた。

　第３・四半期まで遅れ気味であった国有農地の処分促進を含め、年度当
初の目標を達成することができた。
　既に一部の事業については、来年度に向けての準備も行っているが、切
れ目なく事業を実施していくため、引き続き関係機関等調整を進めるとと
もに、進行管理をしっかりと行っていくことが重要であると考える。

処分へ
向けて
の事務 9筆　

11筆　

測量・登記事務委託 6件　
19筆　

項目
年間目標
（計画）

実     　　   績　　　　　　　　（単位：件、筆）
累計

(1箇所)

小規模な生産基盤の整備、農地の多面的機能保全のために必要な整備に対して助成し、農業経営の安定化や
農地流動化促進対策等の推進を図る。

項　　目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　 　　(単位：千円)

連絡先（電話番号） 045(934)2371

森林法関係 12

8,000 

項　　目 前年度実績
累計

農地法関係 122
薬事法関係 75

処理件数　　　　　　　　　　　　（単位：件）

施設等整備 1箇所

累計

農地法に基づく農地転用許可、薬事法に基づく動物用医薬品店舗販売業許可、森林法に基づく林地開発許可
等の許認可事務を行う。

未貸付地については、売払い・入札・所管換等の処分促進の前提となる測量・登記事務委託を発注するほ
か、処分へ向けての準備手続き事務を進める。


