
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)
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農政部長の篠原です。

農政部は、主に次の仕事をしています。

①地産地消、環境保全型農業、畜産経営環境保全の推進等、農畜産業の

生産に関する各種振興施策等を実施しています。

②農地における排水路整備や作物に必要なかんがい用水を供給するため

の施設整備を行うとともに、農地法に基づく農地の転用許可等を行ってい

ます。

③漁船法等に基づく漁船登録や遊漁船業の登録事務等を行うとともに、水

産資源の保護育成のための取組み等を行っています。

④山地における土砂崩れの未然防止を図るための治山工事や保安林にお

ける森林整備等を行うとともに、森林法に基づく保安林の指定・解除等を

行って います。 県民を集めての森林資源の

活用検討会状況

三浦市諸磯小網代地区に整

備した畑地かんがい揚水ポ

ンプ施設の完成説明会

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 収入済額収入科目

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。

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

項目 (再)配当額

事業費

維持管理費

計

収入済額

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）

収
入

収入科目

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 15 15 15 15

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 18 18 18 18

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１　補助金の交付状況

　(1) 新規就農者確保支援事業補助金の交付

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 1 0 0 1 0 2

１市町 1 0 0 0 0 1

10,500千円 6,000 0 0 2,250 0 8,250

7,875千円 7,875 0 0 0 0 7,875
※本事業は、市町村を通じて若手農家に給付する事業です。

　(2) 神奈川県機構集積支援事業費補助金の交付

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 (1) 0 0 2

３市町 0 0 2 1 0 3

2,626千円 0 2,626 △ 1,199 0 0 1,427

6,439千円 0 0 2,796 3,643 0 6,439
※第３四半期は、補助金の減額交付決定に関するものであり、交付決定市町数の変更はありません。

　若手就農者の着実な確保と定着を図るため、就農直後の経営が不安定な若手農家に対し、給付金を
交付します。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

市町数

（前年度実績）

交付決定額

市町数

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

（前年度実績）

　担い手農家等への農地の集積と集約化を促進するため、農地台帳等を適切に運用する市町に対し、
補助金を交付します。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

契約件数

1件

1件

1件

1件

4件

※予算編成に基づき計画的に実施する工事及び工事系委託（設計、測量等）について記載しています。

２　農業生産基盤に関する事業実施状況

　土地改良基幹施設整備事業による排水路整備工事や県営農村振興総合整備事業による畑地かんがい
施設（井戸揚水施設）の整備を実施し、安定した農業経営と生産性の向上を図ります。

時期 執行額 実績・進捗状況

第１四半期 26,012千円
　土地改良基幹施設整備事業による排水路整備
工事に着手しました。

第２四半期 10,152千円
　農村振興総合整備事業による畑地かんがい施
設整備工事に着手しました。

第３四半期 3,979千円
　土地改良基幹施設整備事業による排水路整備
工事が完成しました。

第４四半期 518千円
　農村振興総合整備事業による畑地かんがい施
設整備工事が完成しました。

累計 40,661千円

畑地かんがい用水の水源井戸に揚水ポンプ施設を整備 （三浦市諸磯小網代）

工

事

前

完

成

畑地かんがい用水の水源井戸に揚水ポンプ施設を整備 （三浦市諸磯小網代）

工

事

前

完

成



３　治山事業実施状況

契約件数

1件

1件

3件

4件

9件

※予算編成に基づき計画的に実施する工事及び工事系委託（設計、測量等）について記載しています。

第３四半期 14,141千円
　落石防止網の設置、雨水用の集水路の補修を行
いました。また、斜面を安定させるための補強工
事に着手しました。

時期 執行額 実績・進捗状況

第１四半期 4,362千円

　治山施設の着実な整備により、都市近郊における山崩れや地滑り等の山地災害から県民の生命や財
産を守ります。

第４四半期 17,582千円
　斜面の補強工事、土砂の流出を防ぐ治山ダムの
設置、地すべり地域の地下水を排水する施設の洗
浄等の工事を施工し、完成しました。

累計 37,195千円

　予防治山事業による測量調査に着手しました。

第２四半期 1,110千円
　治山工事により、腐食した鋼製の土留工を撤去
し、簡易土留工を設置しました。

完

成

工

事

前

斜面を補強して崩壊を防止する治山工事（横須賀市田浦大作町）

４　漁船登録等指導事業実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

－ 121 151 180 168

前年度 － 231 364 309 346

－ 3 5 4 3

前年度 － 3 7 3 3

※漁船登録等事務及び遊漁船業登録等事務は、許認可事務等であるため、年間目標はありません。

漁船登録等事務 620

1,250

遊漁船業登録等事務 15

　「漁船法」に基づく漁船の建造・登録及び検認事務、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく
遊漁船業の登録事務等を実施します。

項目
年間目標
（計画）

　　　　　　　　　件　数　　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

16

完

成

工

事

前

検認：「漁船法」に基づき、漁船登録を

行った漁船に登録事項(寸法や推進機関

等)の変更がないか5年毎に確認する作業。

測度(総トン数測度)：漁船の主要寸法等

を測定してその容積等を定め、漁船のト

ン数を確定させる行為。

斜面を補強して崩壊を防止する治山工事（横須賀市田浦大作町）



５　”医食農同源　～　三浦半島モデル　～”の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

　「未病を治すかながわ宣言」の取組みの
一環として、地域農産物の機能性を活かし
たレシピを県民等から募集し、そのレシピ
を活用したリーフレットの作成を行い、管
内農産物直売所等での配架等により地域農
産物の販売促進につなげるとともに医食農
同源の健康観を醸成します。

　県立保健福祉大学及び三浦市農業協同組合
と医食農同源の推進について、打合せを行い
ました。また、レシピ募集のチラシを作成・
配布等し、県民からトウガンのレシピの募集
を行いました。

　29点のレシピの応募があり、受賞作品を４
点選定しました。また、受賞レシピのリーフ
レットを作成し、県内農産物直売所等の計59
箇所で配架しました。

　鎌倉女子大学と県立保健福祉大学の学生さ
んにレディーサラダのレシピを考案してもら
い、リーフレットを作成し、県内農産物直売
所等の計53箇所で配架しました。

　平成25年度から平成27年度に医食農同源
「三浦半島モデル」推進事業で実施した取組
みを取りまとめたレシピ集を作成し、県内農
産物直売所等や三浦国際市民マラソンで配架
しました。

平成25年度から平成27年度

の３年間実施した医食農同

源「三浦半島モデル」推進

事業の取組みを取りまとめ

たレシピ集

６　“ミツバチ飼育の養蜂技術講習会”の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

　管内の養蜂農家、新規飼育者等を対象に
蜜蜂の正しい飼育方法や養蜂手続き等につ
いて、専門の講師による勉強会を開催し、
養蜂技術の一層の向上を図ります。

　講師と講演会の内容等について、打合せを
行いました。

　10月24日（土）にミツバチ飼育技術勉強会
を開催し、養蜂農家等57名が出席しました。

　２月３日（水）に平成27年度横須賀三浦地
域蜜蜂対策会議を開催し、農薬使用状況の確
認、昨年の状況について、情報共有を図りま
した。

　専門講師による４回の現地勉強会を実施
し、述べ33名が出席しました。また、チラシ
を作成・配布等し、10月下旬の勉強会開催に
向け、出席者の募集を開始しました。

横須賀三浦地域蜜蜂対策会議

（関係機関の情報を共有）

平成25年度から平成27年度

の３年間実施した医食農同

源「三浦半島モデル」推進

事業の取組みを取りまとめ

たレシピ集

横須賀三浦地域蜜蜂対策会議

（関係機関の情報を共有）



７　未利用木材の活用

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　ダイコンの栽培収穫体験イベントの実施

項目 実績・進捗状況

　三浦半島地域において利用されていない
木材を用いて製品をつくり、それを地元住
民に利用してもらうことで森林・林業を身
近に感じてもらい、地域産材の普及と利活
用の推進を図ります。

　森林所有者及び講師依頼予定者と事業実施
について、調整を行いました。

　チラシを作成・配布等し、11月下旬の伐
採・木工体験会開催に向け募集を開始しまし
た。

　抽選を行い、当選者に郵送で通知を行いま
した。
　11月28日（土）にイベントを開催し、39名
の方が参加しました。

　広報活動を強化し、実施したイベントが
「神奈川の森林・林業」のトップページに掲
載され、取組みが紹介されました。

「神奈川の森林・林業」に取組みが掲載

（木工体験・葉山工房杢）

８　ダイコンの栽培収穫体験イベントの実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

　「食」と「農」に対する県民への理解促
進と地産地消を推進するため、大学との連
携によるダイコンの栽培収穫体験イベント
を実施します。

  ９月の開催に向けて、募集パンフレットを
始め広報誌「県のたより」及び県のホーム
ページに掲載する資料を作成し、関係機関と
打合せを行いました。

　９月５日(土)に種まき体験(第１回)、９月
26日(土)に間引き体験(第２回)を開催し、三
浦の農業や畑の成り立ちを説明しました。

　11月14（土）に最後となる収穫体験（第３
回）を開催し、参加者が蒔いたダイコンを始
め、キャベツやカブ等の収穫体験とダイコン
の試食体験を行いました。

　県立保健福祉大学学生考案のダイコン料理
レシピ集をホームページに紹介しました。

センターホームページ「かながわ農業大発見！」にダイコン料理のレシピ集を掲載

県立保健福祉大学学生考案のレシピ

「ツナマヨ大根サラダ」
県立保健福祉大学学生考案のレシピ

「簡単♪豚肉大根鍋」

センターホームページ「かながわ農業大発見！」にダイコン料理のレシピ集を掲載

県立保健福祉大学学生考案のレシピ

「ツナマヨ大根サラダ」
県立保健福祉大学学生考案のレシピ

「簡単♪豚肉大根鍋」



９　中高年ホームファーマー事業の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

項目 実績・進捗状況

　農園の開設、利用者選考・決定、農地貸
付、農園管理、研修等の取組みを実施しま
す。

　貸付契約事務、使用料徴収事務、体験研修
開設のほか、農園巡回指導等の取組みを実施
しました。

　研修会及び農園の巡回指導等を実施したほ
か、継続希望のアンケート調査を行うなど、
平成28年度に向けた取組みも進めました。

　体験研修開催のほか、農園巡回指導等の取
組を実施しました。
　また、平成28年度に向けた農園確保の取組
みを進めました。

　鎌倉地区において農地の復旧を行い、平成
28年度の中高年ホームファーマー農園を確保
しました。

工

事

前

完

成

耕作放棄された農地を使えるように復旧（鎌倉市関谷）

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

部長評価

　年度当初に業務執行体制を確保・整備し、関係機関等と調整を図り
ました。また、各業務毎の年次計画を策定し、土地改良事業や中高年
ホームファーマー事業など、円滑に業務を進めることが出来ました。

　「未病を治すかながわ宣言」の取組みの一環として、レシピコン
クールを開催しました。
　また、計画的な事務執行に加えて、畜産農家に対する環境巡回指
導、農地に関する市町農業委員会との調整などの案件について、適切
に対応することが出来ました。

　大学と連携して、医食農同源に係るレシピを作成したほか、「食」
と「農」に対する県民への理解促進の取組みにおいて、今年度初めて
試食体験を実施しました。
　また、各事務を着実に実施するとともに、市町と連携した農地パト
ロールの実施、都市周辺林地の管理に対する林業普及活動などの案件
についても着実に対応することが出来ました。

　平成28年度における事業の円滑な実施に向け、蜜蜂対策会議を開催
したほか、中高年ホームファーマー事業における農地の復旧・確保を
行いました。
　また、年度末に集中する各事務をしっかりと行うとともに、農業生
産基盤や治山事業の完成、漁船登録等の適切な実施、レシピの配架・
配信などについて、着実に取り組むことが出来ました。

　１年間を通し効率的・効果的な業務運営に心がけ、農業生産基盤の
実施による安定した農業経営の展開や治山事業の実施による山地災害
の防止に寄与しました。
　また、関係機関や団体等と連携し、医食農同源の取組の推進、蜜蜂
の養蜂技術の向上、ダイコンの栽培収穫体験の円滑な実施や中高年
ホームファーマー事業の農園管理や研修等について、着実に取り組む
ことが出来ました。

連絡先（電話番号） 046-823-0437


