
Ⅰ　業務概要

写真は、

神奈川県生まれの柑橘

県西地域県政総合センター

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 部名

農政部

[湘南ゴールド]です。

第１号様式

所属進行表

農政部の４課では、主に次の仕事をしています。

①地域農政推進課

地域における農畜水産業振興のため、県産品の魅力ＰＲ及び安心・安

全な農畜水産物の提供による地産地消の推進、及び農業の多様な担い手

の育成支援などを実施しています。

②農地課

都市農業の持続的な発展を支える基盤整備を着実に推進するため、農

業農村整備事業の実施、事業により取得した財産の適正管理及び里地・

里山の保全等を実施しています。

③足柄上ほ場整備課

農業経営の安定と担い手への農地利用集積を促進する「ほ場整備

事業」の実施に向けた事業計画の作成、農業用施設を利用した小水

力発電の導入に向けた検討を実施しています。

④広域農道課

農産物の効率的な運搬や観光農業による地域活性化を促進すると

ともに、災害時の緊急輸送や迂回路など防災対策としての活用を図

るため、果樹生産地域の幹線農道である広域農道の整備を実施して

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。

るため、果樹生産地域の幹線農道である広域農道の整備を実施して

います。
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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 30 34 36 36

上記以外の職員 10 10 11 10
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区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 30 34 36 36

上記以外の職員 10 10 11 10

計（人） 40 44 47 46

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　農業農村整備事業　工事実施状況

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件 0 0 2 3 0 5

415ｍ 0 0 120 322 0 442

372,000千円 0 0 55,974 346,225 0 402,199

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

3件 0 1 1 1 0 3

29,237千円 0 15,336 10,800 3,101 0 29,237

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

12件 3 7 0 1 0 11

98,000千円 18,700 64,464 0 18,541 0 101,705

 ○ 農道の新設・改良及び農業用用排水路の改良工事を実施しています。

項　　　目
年間目標
（計画）

工事契約件数 及び 契約金額 （単位：件・千円）

② その他の工事実施状況

項　　　目
年間目標
（計画）

工事契約件数 及び 契約金額 （単位：件・千円）

契約件数

工事延長

契約金額

①「広域農道整備事業」の工事実施状況

契約件数

契約金額

 ○ 農道や農業用用排水路の調査・設計、ほ場(田、畑）整備事業の計画及び農業用水を利用して発
　電する小水力発電に係る調査などの委託業務を実施しています。

２　農業農村整備事業　委託業務実施状況

契約金額

契約件数

項　　　目
年間目標
（計画）

委託業務契約件数 及び 契約金額 （単位：件・千円）

（参考）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100342/

３　直接支払推進事業実施状況

 ○ 直接支払推進事業費補助金の交付

○「農業農村整備事業」の詳細については、環境農政局農地保全課のＨＰ「神奈川の農業農
村整備事業」をご覧ください。

○「広域農道整備事業」については、県西地域県政総合センターのＨＰ「広域農道整備事業
小田原湯河原線」をご覧ください。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p441681.html〔HPアドレス〕

〔HPアドレス〕

☆ 「農業農村整備事業」 工事の実施状況

　　経営所得安定対策を推進するため、地域段階での取組となる、制度の普及推進活動、作物の生産
　方針等の策定、申請書類等の配布・回収等、交付金の要件設定・確認事務などの手続きを実施する
　市町村に対して、補助金を交付しています。

○「農業農村整備事業」とは、農産物の安定供給を図るため水田や畑、農道、農業用水路等
の整備や快適で活力のある農村地域の形成のため一体的に農村の生活環境を併せて整備し、
また、農村地域での災害を未然に防止するために農地や農業用施設の保全を実施するもので
す。

[ 広域農道整備事業 ] [ 湛水防除事業 ] [ 農地保全事業 ]

　市町村に対して、補助金を交付しています。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100342/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p441681.html


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

7市町 7 0 0 0 0 7

5,374 5,374 0 0 △ 549 0 4,825

（参考）

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/

４　農村振興総合整備事業等実施状況

 ○ 農村振興総合整備事業及び農業用施設防災対策事業の補助金の交付

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

2市町 0 2 0 0 0 2

38,750千円 0 20,500 0 0 0 20,500

（参考）

○「農業用施設防災対策事業」は、農業用施設が災害を受けることにより、周辺地に被害を
与える恐れがあるものについて、早急に施設の現状を確認し、減災対策を緊急に実施するこ
とで被害を最小限に抑え、地域の安全度の向上と農業経営の安定を図る事業です。

（単位：市町・千円）

（単位：市町・千円）

市町村数

交付決定額

　市町村が実施する農業農村整備事業（農村振興総合整備事業及び農業用施設防災対策事業）に対し
て、補助金を交付しています。

項　　　目
年間目標
（計画）

項　　　目

〔HPアドレス〕

年間目標
（計画）

交　付　決　定　額

○「農村振興総合整備事業」は、市町村（地域）が自ら考え設定する個性ある農村振興の目
標達成が図られるよう、地域の多様なニーズに対応した農業生産基盤の整備と農村生活環境
の整備を総合的に実施する事業です。

市町村数

交付決定額

○「経営所得安定対策」の詳細については、農林水産省のＨＰ「経営所得安定対策、担い手と
集落営農」をご覧ください。

○「経営所得安定対策」とは、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象とし
て、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、
食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指しています。 

交　付　決　定　額

５　業務実績

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

項　　　　　　　目

 「内山地区（南足柄市）」の活動団体と協定
締結に向けた準備を実施しました。また、既
存活動団体の活動支援を実施しました。

【里地里山保全等促進事業の推進】
　里地里山条例に基づく地域を認定し、里
山地域の保全を着実に推進します。
　また、地域内で活動する組織の活性化に
必要となる支援を実施しています。

実績・進捗状況

　人・農地プランの作成、更新に向けた年度
事業実施計画の承認、及び補助金交付事務手
続を進めました。

 「内山地区（南足柄市）」の活動団体と協定
締結を実施しました。また、既存活動団体の
活動支援を実施しました。

　プランの原案作成に向けた集落・地域にお
ける話し合いの事前準備となる、農家の意向
確認や中心となる経営体候補との意見交換等
について、町への助言等の支援をしました。

　年度内のプラン作成に向け、今後の「集
落・地域における話し合い、市町による検討
会」の実施に係る助言等の支援をしました。

　新たに開成町のプランが作成（平成27年３
月16日）され、また作成済の４市町はプラン
の更新を行いました。

　既に地域認定した地域以外で里地里山地域
として認定が必要なエリアを市町と共に確認
し、地域認定に向けた準備を実施しました。

　新たに「内山地区(南足柄市)」を里地里山
地域として選定し、また、「畑宿地区(箱根
町)」の１団体と里地里山の保全等の活動に係
る協定を締結しました。

【人・農地プランの作成支援】
　農業の競争力・体質強化を図るため、集
落・地域における話し合いによって、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
る支援策などを市町がとりまとめる「人・
農地プラン」の作成の支援をしています。

　○　計画件数　目標　１計画
　○　平成25年度までの実績　４計画

[活動状況写真（生物調査）] 活動支援を実施しました。[活動状況写真（生物調査）]

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/


第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（参考）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300562/

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/p673400.html

項　　　　　　　目 実績・進捗状況

〔HPアドレス〕

○県における昨年度までの「小水力発電」への取組については、県西地域県政総合センター
のＨＰ「足柄上ほ場整備課 提供情報」をご覧ください。

○「人・農地プラン」については、農林水産省のＨＰ「人・農地プラン（地域農業マスター
プラン）について」をご覧ください。

〔HPアドレス〕 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hito_nouchi_plan.html

〔HPアドレス〕

○「里地里山等促進事業」については、環境農政局農政課のＨＰ「かながわの里地里山」を
ご覧ください。

【小水力発電導入促進の推進】
　土地改良区が行う、農業用水及び土地改
良施設を活用した小水力発電の導入を促進
するため、小水力発電施設の概略設計を行
い導入可能性の検討に取り組みます。

　農業用水小水力発電概略設計に必要な現地
調査等を完了し、概略設計地点を選定しまし
た。

  農業用水小水力発電２箇所の概略設計を完
了しました。

　農業用水小水力発電概略設計の設計　１件

　農業用水小水力発電概略設計の契約(１件)
を完了し、概略設計に必要な現地調査等の実
施を始めました。

[小水力発電の設置事例（平成25年度）]

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

０４６５－３２－８０００（内線２６１１）連絡先（電話番号）

部長評価

　補助事業等については、関係機関との適切な調整や連携を図りなが
ら事業推進を図り、また、工事等については、地元調整・現場条件が
整った箇所から適時発注することができました。

　工事及び委託業務、補助金交付事務を年度計画に基づき進めること
ができ、また、その他の業務についても適切な進行管理に努め、関係
機関等との調整により年間目標を達成することができました。

　農業農村整備事業の工事及び委託業務を計画的に実施するととも
に、補助金交付事務及びその他業務については、関係機関等と調整・
連携を図りながら、年間を通して、適切に業務を遂行することができ
ました。

　補助金交付事務及び委託業務の契約を順調に進めることができ、ま
た、今後の円滑な工事発注に向けた用地交渉・地元調整等を実施する
ことができました。

　管内市町、関係団体等と年度業務の円滑な遂行に向けた調整に取り
組み、年度初めにおける補助金の交付事務手続き、工事及び委託業務
の契約、発注に向けた準備を適切に進めることができました。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300562/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/p673400.html
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hito_nouchi_plan.html

