
局名 部名

環境農政局 農政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/

所属のホームページ

農業振興課

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

【三浦市の広大なキャベツ畑と

たくあん用に干された大根】

第１号様式

所属進行表

県民の皆さん、農業振興課です。

私たちは県の農業振興のため、主に次の仕事を

しています。

・ 農産物の生産の指導や奨励、野菜等の価格

安定に関する事務

・ 卸売市場の整備に対する補助や、運営指導

に関する事務

・ ＪＡＳ法に基づく食品表示の調査や指導に

関する事務

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

317,314 13,001 33,182 5,714 97,782 -682 148,997

1 4,687 2,008 6,697
収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

諸収入

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。

1 4,687 2,008 6,697

0

317,314 13,001 33,184 10,401 99,790 △ 682 155,694

項目 (再)配当額

事業費 568,970 8,070 6,510 10,532 5,443 10,728 41,282

維持管理費 0

計 568,970 8,070 6,510 10,532 5,443 10,728 41,282

47,988 32,773 49,682 34,855 165,298

56,058 39,282 60,213 40,298 10,728 206,580

△ 43,057 △ 6,099 △ 49,812 59,492 △ 11,410 △ 50,886

入
諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 18 18 18

上記以外の職員

計（人） 16 18 18 18

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/


Ⅳ　業務実施状況
１　「医食農同源」普及推進活動実施状況

　(1)　研究会及び試食会の実施状況　

時期 項目 実施日
レシピ
配布数

研究会 6月4日 －

研究会 6月10日 －

イベント 6月20日 500

研究会 11月4日 －

従業員に対して医食農同源の講習
会を実施しました。

イベント 7月27日 あふり～な伊勢原店
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。

300

従業員に対して医食農同源の講習
会を実施しました。

　

　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・Ｐ
Ｒを実施しています。【年間目標：研究会４回、イベント４回】

実施場所 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。

従業員に対して医食農同源の講習
会を実施しました。

小田原市梅の里ｾﾝﾀｰ

朝ドレファ～ミ

あふり～な伊勢原店

セレサモス

第１
四半期

第２
四半期

第３

【「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。

イベント 12月13日 600

研究会 1月20日 －

イベント 2月20日 600

合計
(前年度
実績)

2,000
（2,400）

２　６次産業化の推進
　(1)　交流会及び研修会の実施状況

時期 項目 実施日

研修会
2月13日
2月24日
2月25日

交流会 3月9日

交流会 7月30日
第２
四半期

第４
四半期

研修会 6月25日

研究会４回、イベント４回
（研究会４回、イベント４回）

農業後継者対象の制度研修会
直売所出荷者対象の商品差別化
女性農業者対象の制度研修会

県西地域ツアー形式の交流会

実施内容

新商品の差別化に関する講義と演
習

県内の成功事例紹介及び１次産業
者と２次・３次産業者等との交流

－
第３
四半期

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。

セレサモス

夢未市

夢未市

　６次産業化を目指す農林漁業者等を支援するためのサポートセンターを委託により運営
し、農林漁業者からの相談への対応や、商工業者等との交流会、研修会等の事業を一体的に
実施しています。【年間目標：交流会２回、研修会３回】

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

－ －

【多くのお客さんでにぎわう大型直

売センター（ＪＡセレサ川崎－ファー

マーズマーケット・セレサモス）】

※６次産業化とは

１次産業である農林水産業が、加工（２次産業）、流通・販売（３次産業）と一体化・連携して

地域の農林水産物を活用した新商品の開発を行う等により、農林水産物の付加価値を高める

取組みです。

交流会 3月9日 県西地域ツアー形式の交流会

【多くのお客さんでにぎわう大型直

売センター（ＪＡセレサ川崎－ファー

マーズマーケット・セレサモス）】



３　「プロダクト・アウト」から「マーケット・イン」へ

 (1)　オーダー型農業の展開

時期

 (2)　地域農産物生産・流通革新モデルプロジェクトの展開

時期

　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。

実施計画 実施・進捗状況

第１
四半期

オーダー型農業推進会議の開催（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）

食の商談会の開催に向けての打合せ（１回）

第２
四半期

　　　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。

実施計画

第４
四半期

実施・進捗状況

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

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）

４　食品表示適正化のための調査の実施状況

　(1)　特別調査の実施状況

年間目標 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

15 15 15

25 31 40 13 109

3 1 1 1 3

項目

特別調査数
（商店街等）

（前年度実績）

※　大型直売センターを対象とした特別調査は、平成26年度第２四半期から開始するた
　め、前年度実績はありません。

特別調査数
(大型直売センター)

　ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化を図るため、商店街等の生鮮食品小売店を対象とした
特別調査を実施しています（第１・四半期）。また、第２・四半期からは大型直売センター
を対象とした特別調査を実施します。

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

全体会議（１回）、地域プロジェクト会議の開催（２
回）

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。

四半期 回）

第２
四半期



５　卸売市場検査及び届出処理事務の実施状況

年間目標 第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

9 0 2 3 4 9

9 0 0 7 2 9

13 12 3 8 36

8 13 7 12 40

６　園芸振興事業の委託の実施状況

年間目標 時期

第２
四半期

研究会開催(４回)
第１
四半期

（前年度実績）

地方卸売市場
検査数

研究会開催(９回)

項目

地方卸売市場から
の届出処理数

　　　卸売市場の適正な運営を図るた
　　め、定期的に各市場の現地調査を
　　実施しています。
      また、卸売市場法に定める申請、
　　届出の処理を実施しています。

（前年度実績）

　　　園芸農家に対する技術指導等の支援を神奈川県園芸協会に委託し、その実施内容につい
　　て確認をしています。

実施・進捗状況実施計画

花き、果樹、植木
研究会

【青果市場

の「せり」】

７　卸売市場施設整備に係る業務の実施状況

時期

四半期

研究会開催(９回)
第４
四半期

研究会開催（12回）
第３
四半期

研究会開催(９回)

　　　中央卸売市場整備計画に則して卸売市場の施設整備に対する助成を実施しています。

実施・進捗状況

平成26年度整備事業を取りまとめ、事業計画の審査及び
国への交付金要望を行いました。

第３
四半期

第４
四半期

平成26年度整備事業にかかる着手届に関する事務及び整
備方針について確認を行いました。

平成26年度整備事業にかかる事業変更承認事務及び整備
方針について確認を行いました。また、平成27年度整備
事業に係る整備方針について確認を行いました。

平成26年度整備事業にかかる事業実績報告について確認
を行いました。また、平成27年度整備事業に係る事業要
望調査の取りまとめを行いました。

実施計画

卸売市場整備の助成事務

第１
四半期

第２
四半期

花き、果樹、植木
等生産者団体の指
導・研究会の実施

研究会
35回



８　野菜価格対策に係る業務の実施状況

時期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

９　農業経営安定対策に係る業務の実施状況

時期

第１
四半期

第２

　　　農業経営の安定と国内生産力の確保を図るために、販売価格が生産費を恒常的に下回っ
　　ている作物を対象に、その差額を交付するための業務を実施しています。

実施・進捗状況

地域推進計画の認定、事務費補助金交付決定を行いました。

直接支払交付金の設定及び対象作物の確認を行いました。

　　　生鮮野菜等の安定供給のために、青果物の価格に著しい安値が生じた時に、一定の額を
　　生産者に補填し、経営の安定を図るための資金造成に係る業務を実施しています。

実施・進捗状況

事業承認、交付決定を行いました。

県指定野菜価格安定対策事業資金造成費補助金及び事務
費補助金の支出を行いました。

２月補正予算作成に向け国指定事業及び特定事業につい
て、平成26年度必要額の確認を行いました。

国指定野菜価格安定対策事業及び特定野菜価格安定対策
事業補助金の支出を行いました。

実施計画

(独)農畜産業振興機構及び(一
社)神奈川県野菜価格安定資金
協会の行う野菜価格安定対策
事業への助成事務

実施計画

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

直接支払交付金の設定及び対象作物の確認を行いました。

対象作物の生産数量目標の設定を行いました。

県及び地域における実施状況について、取りまとめを行
いました。

農業経営安定対策の推進を図
るための交付に係る事務



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

　今期は、医食農同源の普及推進活動について、昨年度の実施を踏ま
え、関係団体等との連携を強化することにより、効果的に実施するこ
とができました。
　また、６次産業化の推進については、昨年度12月から事業を開始し
ましたが、６次産業化の取組みについて、理解が深まってきており、
前向きに検討している農林水産業者が多く見られるなど、順調なス
タートを切ることができました。

　６次産業化の推進を図るための交流会及び研修会の実施について
は、来年度に向けた対応をする必要があることから、第４四半期に重
点的に実施することとしました。
　また、卸売市場の検査については、前年度実績に達していません
が、市場との日程調整により第４四半期に実施することとしました。
　ほかの事業についても計画的に進んでおり、年度末には所期の目標
を達成させるため、引き続き取り組んでいきます。

所属長評価 　いずれの事業とも計画通り着実に実施し、年度末を踏まえた手続き
等を適切に行いました。
　また、新年度に向けてスムーズに事業が開始出来るよう、事前の調
整を図りました。

　医食農同源の研究会や、各地域の食材を用いた医食農同源レシピに
よる試食・ＰＲの実施については、昨年度の実施を踏まえ、関係団体
等との連携を強化することにより、効果的に実施することができまし
た。
　６次産業化の推進については、サポートセンターで相談や研修会を

　食品表示適正化のための特別調査においては、今期から新たに大型
直売センターを対象にした調査を開始し、制度の普及・啓発について
幅広く実施することができました。
　また、卸売市場の検査についても、前年度より早期に実施し、検査
時期の均衡化を図ることができました。

総合評価

045-210-4422連絡先（電話番号）

　６次産業化の推進については、サポートセンターで相談や研修会を
継続して実施することにより、６次産業化に必要な施設整備や新商品
の開発に結びつけることができました。
　食品表示の適正化を図るための調査・指導については、生鮮食品小
売店のほか、新たに大型直売センターを対象に加えて実施するととも
に、講習会を開催するなど、より広く食品表示制度に関する理解を深
めることができました。
　農業の新たな担い手となる農作業受託型の企業参入の促進や、消費
者等のニーズを把握し、そのニーズに対応した生産を行うマーケッ
ト・イン型農業の確立などの新たな取組については、事業の効果や内
容の検討を行い、新年度の開始に向け準備を進めることができまし
た。
　その他の事業についても計画的に実施し、所期の目的を達成するこ
とができました。


