
Ⅰ　業務概要

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。

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属

センター名

[足柄茶]の茶畑です。

写真は、
”かながわブランド”の

部名

農政部

[湘南ゴールド]と

県西地域県政総合センター

第１号様式 

所属進行表 

農政部長の松村です。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や事業により取得した財産の適正管理及び多面的 

 機能支払制度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 

 実施及び農業用施設を利用した小水力発電の導入促進に向けた調整等を 

 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います。 

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

収入科目 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 31 33 33 34

上記以外の職員 9 11 12 9

計（人） 40 44 45 43

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

4件 0 1 2 0 0 3

172ｍ 0 169 橋梁下部工他 16 0 185

192,000千円 0 87,861 72,808 17,868 0 178,537

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

6件 0 4 2 0 0 6

168,000千円 0 83,658 85,541 29,564 0 198,763

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

9件 0 5 3 5 0 13

78,500千円 0 25,146 32,226 28,026 0 85,398

（参考）

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

３　経営所得安定対策等事業実施状況

 ○ 経営所得安定対策事業補助金の交付

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）

○「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。

☆ 「農業農村整備事業」 工事の実施状況

契約金額

○「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〕

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、ほ場整備事業（水田）の実施計画策定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

 ○ 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「その他の農業農村整備事業」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

〔HPアドレス〕

　　経営所得安定対策を推進するため、地域（市町）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
　実施する市町に対して、補助金を交付しています。

[ 広域農道整備事業 ] [ 湛水防除事業 ] [ 農地保全事業 ] 

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

6市町 6 0 0 0 0 6

4,988千円 4,988 0 0 △ 178 0 4,810

（参考）

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/keiei/26minaoshi.html

４　農業用施設防災対策事業実施状況

 ○ 農業用施設防災対策事業補助金の交付

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

1市町 0 1 0 0 0 1

3,000千円 0 3,000 0 0 0 3,000

（参考）

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

○「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

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「新たな農業・農村政策につい
て（経営所得安定対策）」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

項　　　　　　　目

　既に活動を行っている組織以外の地域に対
して実施した制度活用の啓蒙活動を元に地区
組織の取り纏めを行いました。

【多面的機能支払制度の推進】
　農業・農村が持つ多面的機能の維持・発
揮のための地域活動や営農活動に対し、市
町と協同し支援を実施しています。
　○　計画件数　目標　１地区
　○　平成26年度までの実績　４地区

実績・進捗状況

　国補助事業（６次産業化ネットワーク活動
交付金 推進事業）の採択を受け、事業者（農
家）及び市等の関係機関と事業の年間スケ
ジュール、留意事項等の調整を図り、事業実
施計画書の作成への支援を行いました。

　既に活動を行っている組織以外に新たに２
地区が組織化されました。また、活動団体に
対しても継続的な支援に取り組みました。

　補助事業の着手にあたり、事業の適切な執
行を図るため、事業者（農家）、市及び県に
よる事業計画、今後の事務手続きの確認を実
施しました。
　（補助金交付決定：平成27年８月20日）

　年度内の確実な事業完了に向けて、事業者
（農家）における業務の進み具合及び内容等
の適切な把握に努めました。

　既に活動を行っている組織以外の地域に対
して本制度の周知を図り、制度活用に向けた
啓蒙活動を実施しました。

　既に活動を行っている組織以外の地域に対
して本制度の周知を図り、制度活用に向けた
啓蒙活動を市町と共に実施しました。

【６次産業化の推進に向けた支援】
　農林漁業者の経営の安定及び地産地消、
また小規模経営が多い地域の実情に適した
「６次産業化」の推進を図るため、県産農
産物を活用し、消費者の需要に応じた新商
品の開発及び販路開拓等に対する経費の助
成及び取り組みへの支援を行います。
　○　助成件数　目標　１件
　○　平成26年度までの実績　なし
　

　事業支援により、事業者（果樹農家）が自
家生産している湘南ゴールドと青ミカンを利
用した飲食店等に向けた業務用フルーツソー
スが新商品として開発されました。

 

 

[活動状況写真（路面補修）] 

 

 

※  「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こと等により、農

林水産物の付加価値を高める取り組みです。 

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/keiei/26minaoshi.html


第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（参考）

　国への補助金交付事務手続を進めるととも
に、ほ場整備実施設計等の発注業務に着手し
ました。

項　　　　　　　目 実績・進捗状況

〔HPアドレス〕

○「ほ場整備事業」については、農林水産省のＨＰ「農業農村整備事業について」の「農地
の整備」をご覧ください。

○「６次産業化」については、環境農政局農業振興課のＨＰ「神奈川県における６次産業化
の推進」をご覧ください。

〔HPアドレス〕 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530077/

〔HPアドレス〕

○「多面的機能支払制度」については、環境農政局農地保全課のＨＰ「多面的機能支払事
業」をご覧ください。

【ほ場整備事業（内山地区）の推進】
　狭小で分散した農地を集積し大きな区画
に造成する、ほ場整備事業に取り組みま
す。

  地元関係者とともに換地計画（造成後の農
地の割当計画）を検討するとともに、土地評
価（現在の農地の評価）を実施しました。

  地元関係者とともに換地計画および土地評
価結果について地元関係者に対して説明会を
開催しました。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532130/

http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouti/

【ほ場整備事業（内山地区）の推進】　～第４四半期の取組について～

　実施設計策定に向け委託業務を発注し、現
地調査を地元関係者と実施しました。

○ ほ場整備事業により造成する農地の割当計画（換地計画）について説明会を実施しました。

○ ほ場整備事業が完了した時に発生する清算金の基礎資料となる、従前地評価結果について説明会を

実施しました。

評価委員による従前地評価説明会実施状況

換地委員による換地計画説明会実施状況

[ほ場整備事業を実施した水田（酒匂川右岸地区）] 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530077/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532130/


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

　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。

０４６５－３２－８０００（内線２６１１）連絡先（電話番号）

部長評価

　工事及び委託業務、補助金交付事務を年度計画に沿って進めること
ができました。また、ほ場整備事業 内山地区については、実施設計
業務を関係者と共に着実に進めることが出来ており、次年度からの工
事着手に向けた適切な準備が図られています。

　工事及び委託業務、補助金交付事務を計画通りに進め、概ね目標
（計画）通りに事業実施を図ることができました。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着実
に取り組むことができました。

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、適切に業務を進めることができまし
た。

　工事、委託業務の発注を順次行い、また補助事業等については、関
係機関と適切な調整や連携を図ることにより、事業を円滑に推進する
ことができました。


