
Ⅰ　業務概要

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
センター名

農政部
部　　名

横須賀三浦地域県政総合センター

第１号様式

所属進行表

農政部長の篠原です。

農政部は、主に次の仕事をしています。

①地産地消、環境保全型農業、畜産経営環境保全の推進等、農畜産業の生

産に関する各種振興施策等を実施しています。

②農地における排水路整備や作物に必要なかんがい用水を供給するための

施設整備を行うとともに、農地法に基づく農地の転用許可等を行っていま

す。

③漁船法等に基づく漁船登録や遊漁船業の登録事務等を行うとともに、水産

資源の保護育成のための取組み等を行っています。

④山地における土砂崩れの未然防止を図るための治山工事や保安林におけ

る森林整備等を行うとともに、森林法に基づく保安林の指定・解除等を行っ

ています。

三浦半島のキャベツ畑
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Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）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３）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
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収支の状況欄については、集約執行している総務部において計上するため、

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

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 16 16 16 16
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Ⅳ　業務実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2 1 0 1 (1)

23,500 20,196 0 3,067 270

※（　）は、既契約分の変更契約

２　治山事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5 0 0 2 3

46,494 0 0 13,494 32,068

３　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

－ 231 364 309 346

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　契約件数・契約金額　　　　　　　（単位：件・千円）　

累計

１　土地改良事業実施状況

　土地改良基幹施設整備事業による排水路整備工事や県営農村振興総合整備事業による畑地かん
　がい施設に係る計画策定業務を実施します。

　　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、治山施設を整備します。

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　箇所数・契約件数　　　　　　　(単位：箇所・千円)

累計

契約件数 2

契約金額 23,533

箇所数 5

45,562

　　「漁船法」に基づく漁船の建造・登録及び検認事務、「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します。

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　件　数　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

契約金額

漁船登録等事務 1,250－ 231 364 309 346

前年度 － 109 196 423 236

－ 3 7 3 3

前年度 － 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。

※遊漁船業登録等事務の前年度は、遊漁船業法（略称）に基づく５年毎の更新時期でありました。

４　都市近郊における新たな森林管理手法の推進 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

漁船登録等事務 1,250

964

遊漁船業登録等事務 16

266

項目 実績・進捗状況

　都市近郊の保安林の適正管理に向け、
逗子市沼間四丁目をモデル地区として前
年度に策定した「森林管理方針」に基づ
き土地所有者、地域住民、行政等の協働
により「作業計画」を策定し、森林管理
作業を行います。

　地域住民、土地所有者による国の交付金申
請に係る指導を行うとともに、当該地区の一
部保安林における保安林整備事業の実施につ
いて、調整を行いました。

　保安林整備事業による危険木の伐採を行う
とともに、森林管理作業の実施に向け地域住
民と調整を行いました。

　地域住民による森林管理作業が実施（13
回）されました。また、県は11月22日に技術
支援のための研修会を開催しました。

　地域住民による森林管理作業が実施（計16
回）されました。また、県は１月24日に技術
支援のための研修会を開催しました。



５　未利用木材の活用

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　”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

項目 実績・進捗状況

　三浦半島地域において利用されていな
い木材を用いて製品をつくり、それを地
元住民に利用してもらうことで森林・林
業を身近に感じてもらい、地域産材の普
及と利活用の可能性を広げます。

　森林所有者及び葉山町と事業実施につい
て、調整を行いました。

　11月１日の伐採実施に向け、葉山町内の小
学生と保護者を対象に参加者の募集を行いま
した。

　11月１日の伐採体験に13名の葉山町内小学
生と保護者等が参加しました。また、２月７
日開催予定の木工体験への参加者募集を行い
ました。

　２月７日の木工体験に葉山町内の小学生と
保護者等34名が参加し、木皿を製作しまし
た。

項目 実績・進捗状況

　地域農産物の機能性を活かしたレシピ
を三浦半島住民等から募集し、そのレシ
ピを活用したリーフレットの作成を行
い、管内農産物直売所等での配架等によ
り地域農産物の販売促進につなげるとと
もに医食農同源を推進します。

　県立保健福祉大学及び地域の農協と医食農
同源の推進について、打合せを行いました。

　ダイコンに38点、キャベツに17点、計55点
の応募があり、11月28日の最終審査において
各々、最優秀賞１点、優秀賞３点を決定しま
した。また、受賞レシピのリーフレットの原
稿を作成しました。

　受賞レシピで作成したリーフレットを管内

　レシピ募集のチラシを作成・配布等し、県
民からダイコン・キャベツのレシピの募集を
行いました。

第４四半期

７　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

　受賞レシピで作成したリーフレットを管内
の農産物直売所・市町、県立保健福祉大学他
７大学の栄養関係学科等、計20箇所で配架・
配布しました。

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します。

  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ました。

　9月6日開催の第1日目｢種まき｣に47名、9月
27日開催の２日目｢間引き｣に51名の県内小中
学生とその保護者が参加しました｡

　11月15日開催の第3回目｢収穫」に46名の県
内小中学生とその保護者が参加しました。

　参加された９組の方から絵日記や収穫体験
談等のお便りをいただきました。

イベント風景



８　中高年ホームファーマー事業の推進

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

項目 実績・進捗状況
　農園の開設、利用者選考・決定、農地
貸付、農園管理、研修等の取組みを実施
します。

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

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

　体験研修開催のほか、農園巡回指導等の取
組を実施しました。

　体験研修開催のほか、農園巡回指導等の取
組みを実施しました。また、３月20日に平成
27年度体験研修当選者説明会を実施しまし
た。

部長評価

　土地改良事業や中高年ホームファーマー事業などを計画的に実施す
るとともに、関係機関等との調整を要する業務等については、調整や
連携を図りながら着実に事務を進めることができました。

　漁船登録等の事務については、効率的に事務処理を進めるととも
に、未利用木材の活用や医食農同源の推進など関係機関等との調整を
要する業務等については、着実に事務を進めることができました。

　医食農同源に係るレシピの募集・審査やダイコン栽培収穫体験イベ
ントの開催など、計画どおりに実施することができました。

　都市近郊における森林管理のあり方検討において、地域住民主体に
よる森林管理作業が計16回実施されるとともに、必要な技術支援の研
修会を開催することができました。また、医食農同源の取組みにおい
ては、受賞レシピで作成したリーフレットを管内農産物直売所等へ配
架・配布し、地域農産物の販売促進と医食農同源の普及促進を実施す

研修等風景

総合評価

連絡先（電話番号） 046-823-0438

架・配布し、地域農産物の販売促進と医食農同源の普及促進を実施す
ることができました。

　土地改良事業や治山事業などを着実に実施するとともに、未利用木
材の活用や医食農同源の取組み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・連携を図りながら効率的・効果的に
取組みを進めることができました。


