
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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

収入科目 年間計画額

国庫支出金 4,026,836 13,001 191,607 534,007 2,521,581 446,666 3,706,861

使用料及び手数料 959,703 317,396 194,934 174,547 145,813 23,325 856,015

財産収入 307,058 48,808 114,952 53,828 93,671 41,631 352,889

諸収入 429,685 39,089 83,898 22,318 114,053 9,150 268,507

その他 10,729,197 1,462,010 725,602 786,288 3,316,703 -40,730 6,249,874

収入計（A) 16,452,479 1,880,303 1,310,994 1,570,987 6,191,821 480,041 11,434,146

項目 (再)配当額

事業費 19,407,819 883,808 2,052,613 2,672,692 5,518,473 3,106,547 14,234,133

維持管理費 861,216 131,777 169,259 211,045 229,673 111,072 852,826

計 20,269,035 1,015,585 2,221,872 2,883,737 5,748,146 3,217,619 15,086,959

2,496,940 1,710,005 2,617,167 1,774,906 8,599,018

3,512,525 3,931,877 5,500,904 7,523,052 3,217,619 23,685,977

△ 1,632,222 △ 2,620,883 △ 3,929,917 △ 1,331,231 △ 2,737,578 △ 12,251,831

Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

832 827 856 858

256 297 294 294

1,088 1,124 1,150 1,152

Ⅳ　業務実施状況

支出計(B)

（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）所属進行表の額を集計しているため、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。

計（人）

配置職員数
上記以外の職員

収
入

業務運営進行表

収入済額

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

局名 環境農政局

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

区分

常勤職員

   環境農政局長の金子です。 

   環境農政局は、１室３部に分かれており、主に次の仕事をしています。 

   

 総 務 室･･･局内の予算の経理、人事・局所管行政の企画調整、議会関係などの事務、局所管土木 

     工事の検査及び技術管理、県内の農業協同組合の検査指導などを行っています。 

 環 境 部･･･環境基本計画の推進及び総合調整、地球温暖化対策、環境影響評価、生活環境の保全､ 

          大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の防止、循環型社会づくり、廃棄物の処理などに関する   

          企画・調整及び関係法令の施行等を行っています。 

 水・緑部･･･緑化の推進及び自然環境の保全、水源環境の保全・再生、森林計画及び森林の保護育 

          成、水産資源の管理及び保護育成、漁業の調整及び取締り 

     などに関する企画・調整及び関係法令の施行等を行ってい 

     ます。 

 農 政 部･･･都市農業の推進、農産物の生産指導及び奨励、企業等の 

     農業参入支援及び就農支援、農地の有効利用の促進、里地 

     里山の保全、家畜の改良・増殖及び衛生などに関する企画 

     ・調整及び関係法令の施行等を行っています。 

 



１　総務室

（１）　協同組合検査実施状況

26 4 7 7 8 26

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

25 3 7 8 7 25

（２）　事故、不祥事の防止に向けた取組

3 0 1 1 2 4

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

3 0 3 2 1 6

（３）　局内版クロスファンクションによる新しいアイデアの展開

５テーマ 2 2 5 6 6

第１四半期

第２四半期

第３四半期

実施テーマ数（累計）

今年度の実施内容

生産者側からの視点による「プロダクト・アウト」だけでな
く、市場や消費者のニーズを踏まえた生産を行うという
「マーケット・イン」の発想も取り入れた農畜産業の促進に
向け、「マーケット・イン」に関するラウンドテーブルなど
を開催しました（２テーマ、計４回）。

優れた能力を持つ女性技術職員が幹部となり、生き生きと活
躍できるような環境づくりを検討するラウンドテーブルの開
催準備を行いました。

「女性技術職が活き活きと活躍できる職場づくり」や、次世
代の農林水産業を担う若い担い手の確保方策について、若い
世代からの視点を生かしたアイデアの検討を行う「農林水産
業の若い担い手の確保方策」に関するラウンドテーブルなど
を新たに開催しました（３テーマ、計７回）。

実施回数

今年度の実施内容

－

局内主幹以上の職員向け危機管理研修を実施しました。
（106名参加）

交通事故防止研修を実施しました。（11所属14名参加）

交通事故防止研修（８所属11名参加）及び公務災害防止研修
（21所属22名参加）を実施しました。

　環境農政局内の事故防止に向けた研修会を開催し、職員の意識高揚を図り事故防止に努めます。

　化学職や農業職など、多くの職種の職員がいる環境農政局の特性を生かし、局内の課題につい
て、様々な専門の視点からアプローチし、自由な議論により解決のアイデアを探るため、「局内版
クロスファンクション・ラウンドテーブル」を開催します。

農協 ２組合(立入日数延べ20日)、水産協 ３組合(立入日数
延べ3日)、森組 ３組合(立入日数延べ3日)

今年度の実施内容

農協 １組合(立入日数延べ8日)、水産協 ３組合(立入日数延
べ3日)

農協 ２組合(立入日数延べ24日)、水産協 ４組合(立入日数
延べ8日)、森組 １組合(立入日数延べ1日)

農協 ３組合(立入日数延べ33日)、水産協 ３組合(立入日数
延べ3日)、森組 １組合(立入日数延べ1日)

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

第１四半期

項目
年間目標
（計画）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

　農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合の適正な運営が図られることを目的として、組合に
対して検査を実施します。

検査組合数

項目
年間目標
（計画）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

（前年度実績）

第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計



第４四半期

- 0 0 0 0 0

２　環境部

（１）　環境問題への理解と実践行動につながる普及啓発

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

12,000 4,298 1,534 2,797 872 9,501

10,000 1,893 832 3,005 3,740 9,470

（２）　県内における河川の類型指定に関する中・長期的な見直し方針の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（前年度実績）

これまで蓄積された水質データを用いて県
内の全ての河川を再評価し、環境基準の類
型指定について計画的な見直しを行うため
の方針を策定します。

水質データ及び水域ごとの環境基準の適合状況
の整理に着手しました。

これまでに蓄積した水質データを用いて、県内
の全ての河川について、環境基準の適合状況を
整理しました。
また、他都府県における河川の類型指定につい
て、中・長期的な見直し方針の事例収集を行い
ました。

中・長期的な類型見直しの考え方の整理を行い
ました。

県内における河川の類型指定について、中・長
期的な見直し方針を策定しました。

項目 実績・進捗状況

今年度の実施内容

前期から引き続き行った３テーマのほか、農業の担い手確保
やマーケット・インの考え方などについて意見交換を行う
「かながわの農業を考える会」を新たに開催しました。（４
テーマ、計７回）

　県民・企業・NPO・行政等が環境に配慮した自主的な取組を宣言する「マイアジェンダ制度」を
普及します。

項目 年間目標
（登録数）

マイアジェンダ登録数

（前年度実績）

実　　績　　　（単位：人）　
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（３）　ＰＭ2.5対策の総合的な推進

　　ア　山梨県、静岡県と連携したＶＯＣ（揮発性有機化合物）対策の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　イ　ＯＲＶＲ車(注１)の法制度化を国に要請

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

山梨県、静岡県と連携し、新たに、大気汚染防
止推進強化月間における大気汚染物質削減の呼
びかけを実施しました。

ＶＯＣの排出事業者に対し、事業者の低減に向
けた取組を促進するための講習会を開催しまし
た。

項目 実績・進捗状況

国内販売車に、走行時、駐車時、給油時の
あらゆる場面でガソリンベーパー(注２)を
回収し、走行時に燃料として再利用する装
置の義務付けを国に要請します。

関東地方知事会議において、ＯＲＶＲ車の制度
化に向け、連携した取組を提案しました。ま
た、「平成27年度　国の施策・制度・予算に関
する提案」において国に対しＯＲＶＲ車の早期
義務付けを要望しました。

ガソリンベーパー対策の自治体研修会を２回開
催しました。

①九都県市※の課長級対象
②県内市町村、九都県市及び関東地方知事会議
の構成都県の担当者対象

※　埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜
市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市

関東地方知事会議及び九都県市首脳会議におい
て、本県が提案した国へのＯＲＶＲ車の早期義
務付けの要請について合意したことから、国へ
の要望を行いました。併せて、九都県市首脳会
議において、九都県市が一体となった啓発・情
報発信の実施について合意しました。

ＯＲＶＲ車の早期義務付けの必要性を広く国民
に理解してもらうため、効果的な啓発・情報発
信を九都県市で検討し、国民への発信方法を決
定しました。

実績・進捗状況

　ＰＭ2.5に関する不安の解消や発生源の低減対策につながる取組を推進します。

項目

ＰＭ2.5の発生源の低減に向け、山梨県及
び静岡県と連携した新たなＶＯＣ（揮発性
有機化合物）対策を実施します。

山梨県、静岡県と連携し、ＶＯＣの排出事業者
に対する立入検査を実施しました。

山梨県、静岡県と連携し、ＶＯＣの排出事業者
に対する立入検査の実施や本県が作成したリー
フレットの配布を行いました。また、各県と定
期連絡会を開催しました。

ＰＭ2.5の大きさ ＰＭ2.5測定局 



【ＯＲＶＲ車の法制化により回収できるガソリンベーパー】

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

1,625 577 1,021 0 30 1,628

525 0 168 357 0 525

（４）　不法投棄未然防止業務（パトロール件数）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

450 116 119 112 112 459

400 0 67 68 15 150

850 116 186 180 127 609

－ 148 215 197 166 726

３　水・緑部

（１）　施設利用状況

　　ア　自然環境保全センター（本館展示室等の一般公開）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

7,308 5,800 7,564 8,036 28,708

6,432 5,664 7,340 3,016 22,452

　　イ　県立２１世紀の森

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

41,086 20,146 12,856 12,933 4,044 49,979

43,489 16,045 12,280 7,793 3,771 39,889

呼びかけ箇所数

（前年度実績）

実　績　　　（単位：箇所）　

実　績　　　（単位：件）　

（３）　海岸漂着物等発生抑制対策事業（海岸利用者等へのごみ持ち帰り呼びかけ事業）

委託パトロール

合計

（前年度実績）

項目

利用者数

（前年度実績）

年間目標
　　　　　　　　実　　　　績　　　　　　　（単位：人）

年間目標
　　　　　　　　実　　　　績　　　　　　　（単位：人）

項目

利用者数

（前年度実績）

(注１)　ＯＲＶＲ車：大型回収装置により、車体内にガソリンベーパーを走行時、駐車時、給油時
　　　において回収し、燃料として再利用するシステムを搭載するガソリン車のこと。
(注２)　ガソリンベーパー：ガソリンが蒸発して気化した蒸気のこと。ＶＯＣの一種であり、
　　　ＰＭ2.5の発生原因の一つです。

　バーベキュー等の海岸利用者等に対し、ごみの持ち帰りを呼びかけるなど、海岸の美化を図ります。

項目 年間目標

通常パトロール

項目 年間目標

みんなの海だよ！ 
自分のごみはもちかえロウ！ 

不法投棄未然防止のための 
パトロールの状況 



（２）　鳥獣被害対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

年間目標

市町村等が行うサル等の被害対策やセンサーカ
メラによるイノシシ生息状況調査の技術的支援
を行うとともに、モデル的な取組地域で集落環
境調査や対策の説明を住民へ行いました。

市町村等が行うサル等の被害対策への技術的支
援を行いました。

・専門員が配置される全
ての地域（４地域）にお
いて、被害実態に応じた
地域支援の実施

・新たに被害防止計画を
策定する市町村数
３市町村
（現在、13市町村）

今年度の実施内容

市町村等が行うサル等の被害対策やセンサーカ
メラによるクマ生息状況地調査の技術的支援な
どを実施しました。

市町村等が行うサル等の被害対策、センサーカ
メラによるクマ生息状況地調査及びタイワンリ
ス対策研修などの技術的支援を実施しました。

　　ア　鳥獣被害防除対策専門員を中心とする地域支援の実施

項目 実績

　住民が主体的に鳥獣被害対策に取り組もうとする地域に対して、「鳥獣被害防除対策専門員」を
中心として、集落環境調査、被害防止計画の策定、捕獲等の取組みへ総合的な支援を行います。
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剥製やパネル展示 

ミニシアター 

自然環境保全センター（本館展示室等の一般公開） 

県立21世紀の森 

年間目標人数（41,086人） 

（単位：人） 

（単位：人） 

県立21世紀の森 冬の風景 



　イ　ハンター・地域リーダー等の人材育成・確保

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

3回 0回 3回 0回 0回 3回

60人 0人 57人 0人 0人 57人

1回 0回 1回 0回 0回 1回

－ 0回 1回 7回 0回 8回

150人 0人 31人 182人 0人 213人

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（３）　都市のみどりの質の向上と利活用の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

2箇所 0箇所 2箇所 0箇所 3箇所 5箇所

2km 0km 0km 0km 0.7km 0.7km

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

防災工事完了箇所数

計画的維持管理実施距離

今年度の実施内容

－

防災工事２箇所完了（鎌倉市西御門、鎌倉市大町）
維持管理の事前調査実施中、維持管理11月発注予定

　　ア　みどりの質の向上

項目
年間目標
（計画）

年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　（単位：回、人）

ハンター塾開催

今年度の実施内容

12月に４箇所、0.7km分の維持管理の業務を発注

防災工事3箇所完了（鎌倉市浄明寺、鎌倉市常盤、鎌倉市極
楽寺二丁目）
維持管理業務の終了（４箇所0.7km)

ハンター塾等開催に向けた調整・準備作業を進めました。

次のとおり実施しました。
・ハンター塾を7/16、7/21、8/9に実施、57名参加
・かながわワイルドライフフォーラム9/23開催、201名参加
・鳥獣被害対策研修会9/29第1回実施、31名参加

次のとおり実施しました。
・鳥獣被害対策研修会７回実施、延べ182人参加
　総論等(10/7,10/15,10/16),実習(11/6,11/12(各日２回))

次年度のハンター塾の開催に向けた調整を行いました。

項目

　県有緑地における倒木などの災害発生を防ぐため、優先度の高い箇所から防災工事を完了させる
とともに、計画的な維持管理を実施します。

実績　　　　　　　（単位：箇所、km）

ワイルドライフ
フォーラム開催

鳥獣被害対策
研修会開催

　捕獲の担い手を確保するためハンター塾等を開催し、銃猟免許の取得促進を図るとともに、市町
村・農協・農家等を対象に鳥獣被害対策研修会を実施し地域リーダーを育成します。

鳥獣被害を防ぐための金網型電気柵 廃棄された果実を食べるニホンザル 



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

8回 3回 1回 0回 0回 4回

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 年間目標 実績

今年度の実施内容
母屋及び離れの茶室の

一般利用の開始

協働事業の一環として各種イベントを開催しま
した。
民間団体がＮＰＯ法人化されました。
新年度からの一般利用開始に向け、準備を進め
ましたが、３月22日に火災のため建物が焼失し
たことから、協働事業に係る作業を休止すると
ともに、今後の協働事業のあり方を検討しまし
た。

今年度の実施内容

・７月20日からの県民による施設利用に先立ち、プレイベン
トとしてエコツアーを３回実施しました。(計画２回、追加
２回、雨天中止１回）

　　イ　みどりの利活用の推進

項目
年間目標
（計画）

－

－

(ｲ)　県民との協働による県有緑地の維持管理のモデルとして、鎌倉の「明月荘」において
　 民間団体との県民協働事業を推進します。

ツアー実施回数

(ｱ)　県民利用を開始する小網代の森を活用して、民間事業者と連携したエコツアーを開始します。

実施箇所数及び実施距離

・７月19日に小網代の森にて施設完成式典を開催、
　７月20日に一般利用を開始しました。
・エコツアーを１回実施しました（その他当日雨天中止５
回）

一般利用開始に向け、関係機関等と調整を進め
ました。
協働事業の一環として各種イベントを開催しま
した。
民間団体のＮＰＯ法人化に協力しました。

「明月荘」の一般利用を開始するため、関係機
関や民間団体と実施要綱策定の調整を進めまし
た。
協働事業の一環として各種イベントを開催しま
した。
民間団体のＮＰＯ法人化に協力しました。

一般利用開始に向け、関係機関等と調整を進め
ました。
協働事業の一環として各種イベントを開催しま
した。
民間団体がＮＰＯ法人化を申請しました。

小網代の森内の散策路  

小網代の森（三浦市）  
小網代の森のアカテガニ 



（４）　若者が集まる魅力あるかながわの漁業の推進

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

４　農政部

　　入館者数　ア　フラワーセンター大船植物園

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

203,800 107,562 21,386 39,604 33,018 201,570

223,000 104,795 20,218 37,902 28,001 190,916

実績・進捗状況

（１）施設利用状況

説明会（８月：横浜開催）に向けた準備作業を
行いました。

８月19日にかながわ県民センターにおいて、説
明会を開催しました。高校生や学生、一般の方
など11名が参加されました。

８月に横浜で開催した説明会のその後のお問合
せへの対応などフォローアップを行いました。

前期に引き続き説明会のその後のお問合せへの
対応などフォローアップを行いました。

前年度に発足した２地区の合併協議会の円滑な
進行支援に努めると共に、他地区での新たな協
議会立上げに向けての指導調整を行いました。

引き続き、新たな協議会立ち上げのため、勉強
会開催や指導･調整を行いました。

引き続き、既設の合併協議会の円滑な進行支援
に努めるとともに、他地区で勉強会開催や指導･
調整を行い、第４四半期での新たな地区での協
議会発足に目途がつきました。

引き続き、既設の合併協議会の円滑な進行支援
に努めると共に、他地区で勉強会開催や指導･調
整を行い、平成26年度に新たに２地区７漁協で
合併協議会が設立され年間目標を達成しまし
た。

合併協議会
新規参加漁協数

６組合

ア　若者が集まる魅力あるかながわの漁業を推進するため、漁業への就業に関心を持つ高校生
  など、若年層を対象とした「かながわの漁業の説明会」を開催します。

項目 年間目標

イ　漁協経営の基盤強化を図るため、県の支援事業を活用して漁協等の間での事業連携や
  合併協議の調整に取組みます。

今年度の実施内容

今年度の実施内容

漁業説明会開催件数
１件

項目 年間目標 実績・進捗状況

（前年度実績）

項目 年間目標

入園者数

　　　　　　　　実　　　　績　　　　　　　（単位：人）

「かながわの漁業の説明会」の様子 



（２） 「プロダクト・アウト」から「マーケット・イン」へ

　 　　ア　オーダー型農業の展開

項目 時期

　　イ　地域農産物生産・流通革新モデルプロジェクトの展開

項目 時期

実施・進捗状況

第１
四半期

食の相談会の開催に向けての打合せ（１回）

第２
四半期

食の商談会の開催に向けての打合せ（２回）
商談会に際しての農協、普及指導員向け勉強会の開催協力
（１回）

第３
四半期

食の商談会の開催に向けての打合せ（１回）
食の商談会（１回）
商談会の報告会（１回）

第４
四半期

オーダー型農業推進会議の開催（１回）

実施・進捗状況

第１
四半期

全体会議（１回）、地域プロジェクト会議の開催（２回）

第２
四半期

地域プロジェクト会議の開催（２回）

第３
四半期

地域プロジェクト会議の開催（２回）

第４
四半期

　県内農産物について、今までの生産・流通システムを活用し、都市農業の有利性を活かした多様
な販路の確保について、地域プロジェクト方式により行います。
　また、県育成品種等をモデルに、販売促進のための試食・ＰＲ活動を行います。

優良事例紹介や課題検討
などを行う推進会議の開
催、
かながわ食の商談会等の
開催

県育成品種の「湘南ポモ
ロン」と「湘南一本」を
モデル事例として、全体
会議、地域プロジェクト
会議の開催、販売促進の
ための試食・ＰＲ活動を
行います。

年間目標

今
年
度
の
実
施
内
容

年間目標

今
年
度
の
実
施
内
容

　都市に住んでいる消費者（一般消費者、加工・小売・飲食業者）や、流通業者のニーズを的確に
捉えた生産を行うことで、より質の高い地産地消の新たな展開を図っています。
　また、経営発展の意欲のある生産者と消費者双方の情報交換の場を提供するなど、消費者が望む
農産物の生産と連携を支援しています。

全体会議（１回）、地域プロジェクト会議の開催（２回）
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年間目標人数 

（単位：人） 
本館と玉縄桜 



　　ウ　「畜産物の出口戦略」の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

　畜産物の流通・販売・消費の面からアプローチする「畜産物の出口戦略」を推進し、県内の畜産
物のブランド力の強化・向上を図るために、生産者団体等と県で構成する「かながわ畜産ブランド
推進協議会」を設立します。
　また、同協議会を実施主体として、県内の畜産物の認知度を高めるためのイベントや、流通関係
者との現地商談会などを実施するとともに、総合的な販売戦略だけでなく、牛・豚・鶏など畜種ご
との販売戦略の検討も行います。

項目 年間目標 実績・進捗状況

・9/4に畜種別専門委員会として「かながわ銘柄
豚肉推進協議会」を設立しました。
・9/12に「かながわ畜産・売れる絆づくり塾」
基礎コース１回目を開催しました。
・8/8にかながわ産牛肉販売促進協議会により
「生粋かながわ牛」のロゴマークが決定されま
した。

・5/15に「かながわ畜産ブランド推進協議会」
を設立しました。
・6/ 1に、県庁舎において「かながわ畜産フー
ドコレクション2014」を開催し、県内産の様々
な畜産物のＰＲのための試食や販売を行ったと
ころ、約２万人の方が来場しました。
・また、その際「かながわ生まれ、かながわ育
ち」の和牛である「生粋かながわ牛」の試食や
ロゴマークのアンケートなどＰＲ活動を行いま
した。

今年度の実施内容

・認知度向上イベント
の開催　２回
・現地商談会等の開催
　１回
・販路拡大調査の実施
・先進事例調査の実施

・10月から、「かながわ畜産・売れる絆づくり
塾」実践コースで、マーケティング手法を用い
た販路拡大等を目的とした取組を開始しまし
た。
・｢生粋かながわ牛｣について、10/3に食肉事業
者向け試食会を開催、10/11～12の２日間｢ちく
さんフードフェア2014｣において、来場者に向け
て試食、試験販売、ＰＲを行いました。
・11/27には横浜中華街の｢美食節・オールス
ターコラボレーションディナー｣において｢生粋
かながわ牛｣の販売開始イベントを開催しまし
た。
・12/5に開催された｢神奈川県肉牛枝肉共励会｣
で３頭の牛が｢生粋かながわ牛｣として初めて出
品、セリに上場されました。

湘南ポモロン 

湘南一本 



第４四半期

　　エ　医食農同源による地産地消の推進

項目 年間目標 時期 項目 実施日 実施場所 レシピ
配布数

研究会 6月4日
小田原市梅
の里ｾﾝﾀｰ

－

研究会 6月10日
あふり～
な伊勢原
店

－

イベント 6月20日
朝ドレファ
～ミ

500

第２四半期 イベント 7月27日
あふり～な
伊勢原店

300

研究会 11月4日 セレサモス －

イベント 12月13日 セレサモス 600

第３四半期

　地産地消による「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を実施し
ます。

従業員に対して医食農
同源の講習会を実施し
ました。

実施内容

一般向けに医食農同源
レシピ集の配布と試食
を実施しました。

・認知度向上イベント
の開催　２回
・現地商談会等の開催
　１回
・販路拡大調査の実施
・先進事例調査の実施

今年度の実施内容

研究会４回
イベント
４回

今
年
度
の
実
施
内
容

従業員に対して医食農
同源の講習会を実施し
ました。

一般向けに医食農同源
レシピ集の配布と試食
を実施しました。

従業員に対して医食農
同源の講習会を実施し
ました。

一般向けに医食農同源
レシピ集の配布と試食
を実施しました。

第１四半期

・2/4に畜産関係事業者が百貨店のバイヤーや飲
食店等とともに「売れるモノづくり」を目指
し、ストーリー性のある商品を作り出すことに
繋げることを目的に「かながわ畜産・売れる絆
づくり笑（商）談会2014」を開催しました。
・１月、「生粋かながわ牛」ロゴについて、特
許庁から商標登録を受けました。
・3/2～3/6には横浜ベイホテル東急で「生粋か
ながわ牛」を用いたハンバーガー「かながわ丸
ごとランチ」を販売し、ＰＲを行いました。
・「生粋かながわ牛」を取り扱う精肉店、飲食
店（フレンチレストラン、ホテル）を６社認定
し、販路の拡大を行いました。

「かながわ畜産・売れる絆づくり笑（商）談会

生産者によるプレゼンテーション 

（生産のこだわりや農場の紹介） 
試食を交えながらの商談の様子 



研究会 1月20日 夢未市 －

イベント 2月20日 夢未市 600

2,000
（2,400）

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

　

研究会４回、イベント４回
（研究会４回、イベント４回）

第４四半期

局長評価

総務室の業務運営では、事故、不祥事の防止に向けて研修会を開催した
り、今年度から新たに「局内版クロスファンクション・ラウンドテーブ
ル」を設置し、局内の課題に対し、自由な議論により解決のアイデアを
探るなどしました。
環境部の業務運営では、「マイアジェンダ制度」の登録数を昨年度より
大きく増やすことができたほか、ＰＭ2.5対策の総合的な推進として、
ＯＲＶＲ車の早期義務付けを国に要望しました。
水・緑部の業務運営では、県民利用を開始する「小網代の森」において
エコツアーを３回実施したほか、鳥獣被害対策としての「かながわハン
ター塾」（７・８月開催）や、魅力あるかながわの漁業の推進のための
「かながわの漁業の説明会」（８月）の開催に向けた準備を進めまし
た。
農政部の業務運営では、「畜産物の出口戦略」の推進として、「かなが
わ畜産ブランド推進協議会」の設立、「かながわ畜産フードコレクショ
ン2014」の開催や、医食農同源による地産地消の推進として、研究会や
レシピ集の配布・試食などの実績を上げることができました。

以上のように、各室部とも順調な業務の運営ができました。また、今期
に実績が無かった項目も来期以降に実績があげられるよう、準備を進め
ています。

合計
(前年度実績)

従業員に対して医食農
同源の講習会を実施し
ました。

一般向けに医食農同源
レシピ集の配布と試食
を実施しました。

研究会４回
イベント
４回

今
年
度
の
実
施
内
容

【「医食農同源」のイベントの様子】 

・ 完熟ウメを使用したウメネクターの試飲と、

たまねぎのスライスの試食 

※「医食農同源」とは 

  病気の治療するのも、日常の食事をするのも、、 

 ともに生命を養い健康を保つために欠くことのできな

いもので、源は同じだという考えに、さらに食材等を育

てる｢農｣を取り込んだ健康観をいいます。 



第２四半期

第３四半期

局長評価

総務室の業務運営では、職員に対して危機管理研修を実施し、事故防止
に向けて努めるなどしました。
環境部の業務運営では、ガソリンベーパー対策の研修会を２回開催した
ほか、海岸の美化に向けた海岸利用者等へのごみ持ち帰り呼びかけ事業
に計画的に取り組み、巡回箇所数を昨年度から大幅に増加させました
（H25年度525箇所⇒H26年度1,598箇所）。
水・緑部の業務運営では、鳥獣被害対策の推進として、７月から９月に
かけ、「ハンター塾」や「かながわワイルドライフフォーラム」、「鳥
獣被害対策研修会」を実施し、多くの方にご参加いただきました。ま
た、「小網代の森」では、７月から一般利用を開始するなど、みどりの
利活用を推進しました。さらに、若者が集まる魅力あるかながわの漁業
の推進のため、漁業説明会を開催（８月）し、高校生など若い方に参加
いただくことができました。
農政部の業務運営では、オーダー型農業を展開するため、食の商談会の
開催や準備などを行うとともに、「畜産物の出口戦略」の推進として、
生産者などを対象とした「かながわ畜産・売れる絆づくり塾」を開催
（９月）したほか、「生粋かながわ牛」のロゴマークを決定しました。

以上のように、各室部とも順調な業務の運営ができ、目標達成に向けて
下半期も引き続き、取り組んでまいります。

総務室の業務運営では、「女性技術職が活き活きと活躍できる職場づく
り」や、「農林水産業の若い担い手確保方策」に関するラウンドテーブ
ルなどを新たに開催し、解決のアイデアを探りました。
環境部の業務運営では、本県の提案により、関東地方知事会議及び九都
県市首脳会議として、ORVR車の早期義務付けの要望を国へ行ったほか、
マイアジェンダ制度の普及などに取り組みました。
水・緑部の業務運営では、鳥獣被害対策研修会を７回実施し、延べ182
人が参加いただき、年間目標を達成しました。また、県立21世紀の森に
ついては、近隣市町村・団体と連携して積極的にイベントのＰＲを行っ
た結果、第３四半期において昨年度の年間利用者数を超え、年間目標人
数を達成することができました。
農政部の業務運営では、「かながわ食の商談会」を開催し、オーダー型
農業の展開を進めたほか、「生粋かながわ牛」の試食会、試験販売、Ｐ
Ｒ活動を行うとともに、「神奈川県肉牛枝肉共励会」において「生粋か
ながわ牛」として３頭の牛を初めて出品させることができました。

以上のように、各室部とも順調な業務の運営ができ、第４四半期で目標
が達成できるよう、引き続き取り組んでまいります。



第４四半期

総合評価

045-210-4031

局長評価

総務室の業務運営では、協同組合の検査を実施したほか、交通事故防止
研修等の実施により、事故、不祥事の防止に努めるなど、全ての項目に
おいて目標を達成することができました。
環境部の業務運営では、県内における河川の環境基準の類型指定につい
て、目標どおり中・長期的な見直し方針を策定したほか、バーベキュー
等の海岸利用者等に対してごみの持ち帰りを呼びかけて、年間の目標箇
所数を達成しました。一方、マイアジェンダ登録は、目標達成には至ら
なかったため、今後も普及啓発の取組をより一層推進していきます。
水・緑部の業務運営では、漁協経営の基盤強化の取組を進めた結果、平
成26年度に新たに２地区７漁港で合併協議会が設立され、目標を達成す
ることができたほか、平成26年度の県立21世紀の森の利用者が前年度比
25％増となり、多くの県民の方々に森林の大切さを学んでいただくこと
ができました。一方、県民との協働による維持管理を進めていた北鎌倉
の明月荘において、残念ながら3月22日に建物が焼失したことから、目
標としていた一般利用の開始は達成できませんでした。今後は、協働事
業のあり方の検討を進めていきます。
農政部の業務運営では、「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及び医食農同源レシピ集の配布と
試食を実施し、目標回数を達成したほか、「畜産物の出口戦略」の推進
として、「かながわ畜産・売れる絆づくり笑（商）談会2014」を実施し
ました。また、フラワーセンター大船植物園では、展示や広報の改善に
取り組んだ結果、目標にわずかに届かなかったものの、年間入園者数が
１万人以上増えました。
以上のように、各室部とも順調な業務の運営ができました。

・環境農政の諸課題への対応を検討するため、局内版クロスファンク
ションにより「マーケット・インに関するラウンドテーブル」「農林水
産業の若い担い手の確保対策に関するラウンドテーブル」などを設け、
検討を行いました。
・県内河川の環境基準の類型指定の計画的な見直しを行うための方針で
ある「県内における河川の類型指定に関する中・長期的な見直し方針」
を策定しました。
・「ＰＭ2.5対策の総合的な推進」として、近県と連携した立入検査の
実施やガソリンベーパー対策の国への要望、自治体研修会の開催などに
取り組みました。
・「海岸漂着物等発生抑制対策事業」として、海岸利用者等にごみ持ち
帰りを呼びかけ、発生抑制を進めました。
・「鳥獣被害対策の推進」として、専門員による技術支援や地域リー
ダーなどの人材育成・確保を図りました。
・「若者が集まる魅力あるかながわの漁業の推進」として、漁業に関心
を持つ高校生などを対象とする研修会を開催しました。
・消費者等のニーズを捉えた農業生産を目指す「オーダー型農業の展
開」、県内の畜産物のブランド力の向上・強化を図る「畜産物の出口戦
略の推進」、地産地消による医食農同源についての理解促進を図るため
の「医食農同源による地産地消の推進」など、「プロダクト・アウトか
らマーケット・インへ」を志向する各取組を進めました。

「フラワーセンター大船植物園」については、目標に掲げた利用人数を
達成できませんでしたが、前年度と比較して１万人以上の増加が図られ
ており、引き続き多くの県民の皆さんに利用いただけるよう努めます。
また、目標を達成することができなかった「マイアジェンダ登録」など
の業務についても、引き続き目標を達成できるよう力を入れて取り組み
ます。

連絡先（電話番号）


