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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
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450246/

所属のホームページ

横浜川崎地区農政事務所

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

横浜川崎地区農政事務所長の杉山です。

私たちの事務所では、横浜市、川崎市（国有農地等の管理に関する事務にあっては、神

奈川県全域）における地域農政推進、農林業の振興、農業農村の整備、畜産業の振興、

森林の保全及び国有農地等の法定受託事務に関する事務を行っています。

都市の中に広がる農地 環境に配慮した畜舎 都市住民に潤いをも

たらす森林

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

単位 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、当所で収入する国有農地等の法定受託事務分以外の国庫支出金等を
　　　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。

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

41,324 20,662 20,557 41,219

343 343 343

42 12 8 5 14 4 43

41,709 355 20,670 5 14 20,561 41,605

項目 (再)配当額

事業費 1,489,459 497 16,183 41,914 167,648 26,643 252,885

維持管理費 12,548 825 1,288 3,856 1,556 4,475 12,000

計 1,502,006 1,322 17,470 45,770 169,204 31,118 264,885

49,003 32,729 54,578 34,811 171,121

50,325 50,199 100,349 204,014 31,118 436,006

△ 49,970 △ 29,529 △ 100,343 △ 204,001 △ 10,557 △ 394,401

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

財産収入

その他

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 17 17 17 17

上記以外の職員 4 6 4 5

計（人） 21 23 21 22

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　６次産業化を目指す農林畜産業者の取組支援 

第１四半期 第２四半期 第３四半期
３件 2 １(継続) １(継続) 3

２　農業農村理解促進イベントの実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

項目 実績・進捗状況
　生産基盤となる農地や農業用施設等の
有する生産機能及び多面的機能の大切さ
の理解促進を図ります。
　本年度参加者人数目標　40人

　今までに実施したイベントへの参加者の意
見等を参考に、今年度のイベント内容及び実
施場所を決定しました。（詳細は当所ホーム
ページをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460025/p
838937.html）
　8/2～9/16まで参加者の募集を行ないまし
た。県内各地の86名の方からご応募をいただ
き、抽選により51名の方を「かながわ農業発
見隊員」として決定しました。

10月25日(土)　県内各地の13組33名の方に
「かながわ農業発見隊」として参加いただ
き、イベントを実施しました。（当日のイベ
ント概要は、当所のＨＰをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460025/p
838937.html）
実施後のアンケートでは、今回の体験を通じ
て、神奈川の農業や農地に対する理解に変化
があった（94%）、神奈川県に農地を残して欲
しい（89％）という結果でした。また、「横
浜でありながら、漁業、農業を続けて行く

 相談件数　　　　　　　　　　　(単位：件)

相談件数
第４四半期

2(新規１：継続１）

地域の農林畜資源の付加価値を高め、農林畜産業者の経営発展に有効な６次産業化をサポートしま
す。

項目
年間目標
（計画）

今年度の実施状況（横浜市柴地区)

10月25日(土） 爽やかな秋空の下、横浜市金

みかんの収穫体験

東京湾の魚たちとのふれあい

第４四半期

３　里地里山の保全と活用の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

、漁業、農業 続け 行く
人々を見て、これからも守っていく必要があ
ると思いました。」という意見もいただき、
イベントの実施目的を十分に伝えることが出
来ました。
今年度の開催結果や参加者等からの意見をも
とに、来年度の実施内容等についての検討を
開始しました。

　27年度のイベントについて、実施場所や内
容を決定し、実施に向けて関係機関との調整
を開始しました。

項目 実績・進捗状況
　里地里山の多面的機能の発揮と次世代
への継承を図るため、保全が必要な地域
の選定、保全活動を行う団体等の協定締
結や支援、普及啓発活動を行います。
　本年度支援目標団体数　１団体

　保全活動を行う団体から里地里山活動協定
認定申請書が提出され、当該申請について、
書類審査及び現地調査を実施しました。

　保全活動を行う団体が土地所有者等と協定を
締結して行う里地里山の保全等に対する補助金
の交付に向けて準備を進めました。

　団体が行う里地里山の保全等に要する経費
について、団体を所管する川崎市に対して、
補助金の交付決定を行いました。

　26年度に団体が実施した取り組みについて
補助金が有効に活用されていることを確認し
ました。来年度実施する事業内容について調
整しました。

里地里山の保全（川崎市黒川地区)

市街地に隣接しながらも良好な里地里

山景観が残っています。

10月25日(土） 爽やかな秋空の下、横浜市金

沢区柴地区において「かながわ農業大発見！

～横浜・柴の農業・漁業再発見2014～」を行い

ました。

みかんの収穫体験

東京湾の魚たちとのふれあい

整しました。

市街地に隣接しながらも良好な里地里

山景観が残っています。



４　県民への理解浸透を目指した畜産環境改善の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

55戸 20 9 11 -

５　補助事業等実施状況

①森林整備加速化・林業再生事業基金事業補助金

かながわ県産木材の消費拡大並びにＰＲを図るため、森林整備加速化・林業再生基金を活用し、公

巡回指導農家数 40

項目
年間目標
（計画）

 実績戸数　　　　　　　　　　　(単位：戸)

累計

都市の中にある畜産について、広く県民への理解と信頼を得るとともに、畜産農家の環境改善意識
の向上を図るため、畜産農家が日ごろ取り組んでいる施設周辺の環境美化、衛生害虫対策等に対して
支援します。

木造公共施設の内装木質化畜産環境改善の推進

牛舎内はきれいに清掃され、牛も気

持ち良さそうです。

（平成26年度神奈川県畜産環境コン

クール特別賞)

「森林資源の循環｣の取組みを推進す

るため、間伐等により伐採された県産

木材を県民の皆様に使っていただい

ています。（平成26年度 実施施設)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

(1箇所) (1箇所)

20,000 - - 4,141

②卸売市場施設整備事業補助金

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

(2箇所) (1箇所)
105,576 △1,464 △2,887 1,097,108

③６次産業化推進事業費補助金

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

(1事業体)
- 800 - -

④降雪災害緊急支援事業補助金

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

(2市)
- - 163,585 23,604

施設等の復旧 ２市
(2市)

187,189

大雪被害対策を迅速かつ着実に実施し、被害を受けた農林畜産業の施設等の早期復旧を支援するこ
とにより、県内農林畜産業の維持を図ります。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

農林業者と多様な事業体とのネットワーク構築のための推進会議の開催や新商品開発及び販路開拓
等に対して助成します。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

新商品開発・販路
開拓の実施

1事業体
(1事業体)

800

卸売市場施設整備 ３箇所
(3箇所)

1,198,333

卸売市場法に定める中央卸売市場整備計画に則して計画的に実施する施設の改良等及び事業協同組
合等が行う卸売市場の機能強化等に資する施設の整備に対して助成します。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

(2箇所)

24,141

木造化・
内装木質化

１箇所

かながわ県産木材の消費拡大並びにＰＲを図るため、森林整備加速化 林業再生基金を活用し、公
共施設の木造化・内装の木質化に対する取組みを支援します。



６　法令に基づく許認可等事務

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

122 35 31 27 24

75 35 31 27 46

12 0 3 2 2

７　国有農地等の適正管理

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

２回 1 - 1 - 

６箇所 1 2 3 1 

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

測量・登記委託 7

農地法に基づき農林水産省から法定受託している国有農地等（県内約700筆）の適正管理に努めま
す。
　国が行う売払い・所管換等の処分のため、その前提となる測量・登記事務委託を発注します。

項目
年間目標
（計画）

 発注実績　　　　　　　　　(単位：回、箇所)

累計

農地法関係 117

薬事法関係 139

森林法関係 7

除草委託 2

項目
前年度
実　績

 処理件数　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

農地法に基づく農地転用許可、薬事法に基づく動物用医薬品店舗販売業許可、森林法に基づく林地
開発許可等の許認可事務を行っています。

　畜産環境改善の推進では、横浜市の畜産農家に対する巡回が終了し
ました。今年度は、春から全国的に豚流行性下痢（ＰＥＤ）の発生が
みられたことから 計画していた養豚農家 の巡回を取りやめまし

　新年度のスタートにあたり、畜産環境改善について巡回指導を開始
したり、農業農村理解促進イベントの内容・開催場所を決定するなど
各事業とも順調なスタートが切れました。今後も、計画どおり事業が
行えるよう進行管理をしっかりと行なっていきます。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

　森林整備加速化・林業再生事業基金事業補助金について１件の新規
交付決定、卸売市場施設整備事業補助金及び降雪災害緊急支援事業補
助金については、それぞれ変更交付決定を行うとともに、国有農地の
管理に関し、処分の前提となる測量・登記委託を１件発注するなど、
各事業について計画どおり、或いは計画を上回る実績となりました。

　 畜産環境改善推進事業は、ＰＥＤの発生により年度途中で一部事
業を取りやめることとなりましたが、農業農村理解促進イベントや里
地里山の保全と活用の推進、国有農地の管理は、計画どおり実施でき
ました。
　また、補助事業については、森林整備加速化・林業再生事業基金事
業など概ね計画どおりに遂行できましたが、卸売市場施設整備事業補
助のように年度末の補正予算等により一部繰越しとなっている事業も
ありますので、これら事業については進行管理をしっかり行っていき
ます。

みられたことから、計画していた養豚農家への巡回を取りやめまし
た。その他の各事業は順調に進んでいます。

０４５（９３４）２３７１連絡先（電話番号）

所属長評価

　農業農村理解促進イベントや国有農地の管理については、計画どお
り実施し、また、補助事業も計画どおり交付決定し、補助先で事業を
実施するなど各事業とも順調に進められています。
　畜産環境改善の推進は、ＰＥＤの発生により、養豚農家への巡回を
取りやめたことから、第３四半期に実施した川崎市内の畜産農家の巡
回指導をもって本年度は完了としました。


