
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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

県央地域県政総合センター

部名

農政部

第１号様式

所属進行表

農政部長の西村です。

農政部では、主に次の仕事をしています。

①県央地域の農畜林産業振興のため、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

などを進めています。

②県央地域の林業振興のため、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進めています。
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「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。

Ⅲ　職員配置状況

（注）常勤職員には、市町村派遣職員1人を含みます。

Ⅳ　業務実施状況

１　工事実施状況

　①　土地改良費工事発注状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

6件 1 3 0 1 5

7件 0 2 5 0 7

237,000千円 5,994 226,833 0 1,502 234,329

377,300千円 0 278,875 74,333 2,457 355,665

　　　土地改良事業の推進を図るため、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を進めています。
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（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」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 36 36 36 36

上記以外の職員 8 8 8 9

計（人） 44 44 44 45

配置職員数



　②　林道事業費工事発注状況

　　  林業の生産基盤である林道の整備を図るため、林道改良事業を進めています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

13件 1 4 7 3 15

12件 2 4 4 1 11

125,399千円 8,489 48,430 71,387 94,013 222,319

158,022千円 29,033 45,984 73,334 9,656 158,007

　③　治山事業費工事発注状況

　　　山地災害の防止や水源かん養機能の向上を図るため、治山事業を進めています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

6件 5 1 6

8件 1 3 3 0 7

208,008千円 186,547 22,562 6,135 215,244

238,697千円 50,012 93,682 49,919 18,517 212,130

２　補助金等交付状況

　①  農業経営安定対策事業費 直接支払推進事務費補助金の交付

　　  農業者戸別所得補償制度推進事業に取組む市町村に対し、事務費の補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

４市町 4 0 0 0 4

５市町 5 0 0 -1 4

3,070千円 3,070 0 0 0 3,070

5,196千円 5,196 0 0 -900 4,296
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　②　補助営団体林道整備事業費補助金の交付

　　　補助営団体林道整備事業を実施する市町村・団体に対し、補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1団体 1 0 1

１市１団体 0 2 0 0 2

1,112千円 1,112 0 1,112

3,612千円 0 3,612 0 0 3,612

　③　森林整備加速化・林業再生事業基金事業補助金の交付

　　　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

　　補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5件 0 0 4 1 5

8件 1 1 5 1 8

58,793千円 0 0 20,579 9,790 30,369

142,095千円 20,000 5,633 96,462 20,000 142,095
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３　業務実績

第１四半期

第２四半期
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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

【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、振興組
織の設置、全国的なブランド化の取組みを行い
ます。

昨年度の経緯を踏まえた、振興組織の設立へ
向けた検討を行いました。

標準系統種子生産ほ場巡回及び、連絡会を各
１回実施しました。種子生産ほ場の生育状況
の確認と登録商標の活用方法について検討を
行いました。

標準系統種子生産ほ場巡回及び、連絡会を各
１回実施しました。ほ場での種子の成熟状況
の確認と相模原市内の２農協の合併中止を受
けての、今後の連絡会の運営方法について検
討を行いました。

連絡会を２回開催し、これまでの情報交換的
な連絡会を「津久井在来大豆振興連絡会」と
して設置要領、事業計画を定め、今後の振興
体制を整備しました。

項目 実績・進捗状況

【平成26年2月大雪による農業用施設等の被害
復旧支援】
　平成26年2月19日の大雪により、被害を受け
た農業用施設等の復旧支援事業の円滑な導
入・推進を支援し被害を受けた施設での農産物
の生産回復を支援します。

管内８市町村から被災者支援事業の事業量・
要望額等を取りまとめ国へ提出しました。そ
のうちの一部事業計画承認申請書も提出しま
した。

相模原市に対し初回の補助金交付決定を行う
と共に、第２回～第４回の国との事前協議の
調整を行いました。

管内８市町村全からの事業計画承認協議を取
りまとめ国へ提出し承認を受けるとともに、
全ての市町村へ補助金交付決定を行いまし
た。また、大和市へ初回の概算交付をおこな
いました。

管内８市町村の全てに、必要な補助金の概算
払いを全額行い、市町村から年度内へ補助金
の交付を行いました。

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

第４四半期

【県産木材の活用の推進】
補助制度の概要や地域材の供給など、県産木
材利用に関する情報を発信し、普及、ＰＲを行
いました。

森林整備加速化・林業再生事業基金事業の採
択に向けた調整、協議等を市町村、木材生産
者に対し行いました。

相模原市立保育園2箇所で施設の木質化の事業
採択の見込みがたちました。

バイオマスによる木材利用について、地域事
業者に対して薪ボイラー導入の働きかけ等を
行いました。

木造化、木質化に関する説明会を開催しまし
た。

新たに確認した違反行為に対し、是正指導を
行いました。

部長評価

　工事発注及び補助金等交付事務は計画的執行ができており、順調な
スタートを切ることができました。大雪被害支援事業などの市町村と
の調整も鋭意推進が図られ、他の業務についても概ね良好に遂行する
ことができました。

　工事発注については予定箇所の執行を概ね達成し、補助金について
も大雪被害支援事業を含め予定事業の交付を順次進めており、他の業
務についても順調に遂行できました。

【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
請についての調査及び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します。

通常の林地開発行為許可事務の他に津久井地
域で増えている残土処分場計画に対する事前
相談に対応するとともに、保安林の指定施業
要件の変更事務を計画的に行いました。

違反行為に対する是正指導、キャンプ場撤去
にかかる関係者との調整等を重点的に行いま
した。

3件の林地開発における違反行為の是正が概ね
完了しました。

　工事発注、補助金交付事務、各種事業について当初計画通り執行で
きました。特に、大雪被害支援事業については、一部繰越がでたもの

　工事発注については上半期前倒し執行を概ね達成し、補助金につい
ても大雪被害支援事業を含め順調に交付事務を進めており、他の業務
についても計画的に遂行することができました。

第４四半期 きました。特に、大雪被害支援事業については、一部繰越がでたもの
の、復旧支援に大きく貢献できました。



総合評価

046-224-4253連絡先（電話番号）

　工事発注、補助金交付事務、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ました。


