
局名 部名

農地課

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）

主な業務の引継ぎ所属
農業振興課

所属のホームページ室・課（出先は所属）名

所属 環境農政
局

農政部
担い手支援課

(平成28年4月1日に廃止) http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0509/

第１号様式

所属進行表

担い手支援課では、主に次の仕事をしています。

☆ 新規就農の支援

☆ 農業技術の普及指導

☆ 農薬や肥料の適正使用

☆ 環境保全型農業の推進

☆ 農業の経営改善のための融資制度

☆ 担い手への農地集積の促進

［農業技術の普及指導］

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

54,198 10,432 7,695 10,732 859 29,718

収入科目 収入済額

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

54,198 10,432 7,695 10,732 859 29,718

115,487 95,107 11,705 6,089 6,109 119,010

192,594 46,313 29,716 49,908 70,328 -16,079 180,186

362,279 141,421 51,853 63,691 87,169 △ 15,220 328,914

項目 (再)配当額

事業費 388,379 14,235 34,357 19,371 4,745 317 73,026

維持管理費 676 69 33 67 50 17 236

計 389,055 14,304 34,391 19,438 4,796 334 73,262

38,742 25,729 39,052 27,449 130,972

53,047 60,120 58,490 32,244 334 204,235

88,374 △ 8,267 5,202 54,925 △ 15,554 124,679

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

農業改良資金収入

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 13 13 14 14

上記以外の職員 1 2 1 1

計（人） 14 15 15 15

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0509/


Ⅳ　業務実施状況

１　農業への新たな就業者数（企業参入・雇用就農を含む）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

農林水産業への新たな就業者数
（企業参入・雇用就農を含む）
【かながわグランドデザイン　実施計画
プロジェクト　No.10　農林水産④】
　本事業は本県の総合計画である「かな
がわグランドデザイン」のプロジェクト
に位置づけられている事業です。プロ
ジェクトでは数値目標として「農林水産
業への新たな就業者数（企業参入・雇用
就農を含む）」を掲げており、今年度の
目標値は、120人となっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45

項目

農業への新たな就業者を確保するため、かな
がわ農業アカデミーのワンストップ窓口で142
件の相談を行いました。

実績・進捗状況

農業への新たな就業者を確保するため、かな
がわ農業アカデミーのワンストップ窓口で203
件の相談を行いました。また、東京で開催さ
れた新農業人フェア等に参加し、神奈川県へ
の就農啓発を行いました。

農業への新たな就業者を確保するため、かな
がわ農業アカデミーのワンストップ窓口で207
件の相談を行いました。また、新農業人フェ
ア等に参加した他、新規就農者育成研修農業
体験コースを２回開催し、就農啓発を行いま
した。

農業への新たな就業者を確保するため、かな
がわ農業アカデミーのワンストップ窓口で197
件の相談を行いました。また、神奈川県移住
情報発信フェアに参加し、就農啓発を行いま
した。

※かながわグランドデザインでは農林水産業全体の目標を記載していますが、担い手支援課では、農
業についての進捗状況を記載しています。

２　青年就農給付金給付事業

　　若手農業者を育成確保するため、所得が不安定となる就農前後の期間に給付金を給付します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

84 6 39 14 24

90 12 23 16 23

項目 年間目標
（計画人数）

給付人数

（前年度実績） 74

実績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

83

［給付人数の推移］ ［青年就農給付金希望者への説明会］
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http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45


３　担い手育成資金等利子補給等事業

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

25 4 9 5 3

－ 4 6 9 4

４　農地中間管理機構事業

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

24 0 29 29 0

－ 0 13 19 0

５　環境保全型農業直接支払交付金事業

　　農業者団体等が環境保全型農業直接支払交付金を活用するために必要な、市町の促進計画作成へ
　の支援を実施します。

（前年度実績）

年間目標
（計画件数）

実績　　　　　　　　　　(単位：千円)
項目

累計

実績　　　　　　　　　　(単位：市町)

項目

借受希望者の募集市町数

実績　　　　(単位：市町)

　　農地中間管理事業の活用による担い手への農地の集積・集約化を促進するため、借受希望者の
　募集区域のさらなる拡大を図ります。

年間目標
（募集市町数）

利子補給承認件数 21

（前年度実績） 23

　　農業経営の安定化や担い手育成のため農業者が利用する資金が、低利で貸付けされるよう資金
　貸付けを行う融資機関に対して利子補給します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

10 9 2 0 0 11

項目 年間目標
（計画市町村数）

実績　　　　　　　　　　(単位：市町)

累計

計画作成市町村数

※カバークロップ

とは？

レンゲ（写真）な

どのマメ科やイネ科

等の作物を栽培し、

そのまま畑の土に鋤

きこむことにより、

次に作る野菜等の有

機肥料（緑肥）とし

て利用し、化学肥料

の削減を図るために

栽培される作物。

[「カバークロップ※」を利用した環境保全型農業の畑]



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

　都内で初めて開催された「神奈川県移住情報発信フェア」に参加
し、県内への就農相談を行いました。青年就農給付金給付事業につい
て、関係機関と連携し、受給希望者の就農計画などの審査を行い、適
格者に対し給付を進めました。

　青年就農給付金給付事業について、市町や県関係機関と連携し、就
農状況の確認や交付事務に係る指導を行い、計画どおり給付が進んで
います。また、新たな受給希望者向けの説明会を開催しました。次期
以降、給付人数の拡大を進めていきます。
　農地中間管理機構事業については、事業実施区域を昨年度の１９市
町から、事業対象となる農業振興地域を有する全２９市町に拡大し、
９月１日から県農業公社で借受希望者の募集を行いました。

所属長評価

　青年就農給付金について、対象者への給付を計画どおり進めていま
す。
　環境保全型農業直接支払交付金については、事業実施に向け計画作
成の支援を行い、９市で計画が策定されました。
　農地中間管理機構事業は、９月期の借受希望者の公募に向け、実施
区域が拡大できるよう関係市町村等との調整を行い、次期以降の実績
に反映できるよう努めていきます。

　担い手育成資金等については、融資機関の執行状況を確認し正確に
利子補給等の事務を進めています。また、資金の種類や貸付条件など
を紹介した農家向けリーフレットを作成し、農協等関係機関を通じて
配布することにより制度資金の周知に努めています。
　環境保全型農業直接支払交付金については、国の制度変更があった
ことから市町村等関係機関を対象に、交付金の支払に向けた手続き等
の説明会を開催し、円滑な事業推進に努めています。

総合評価

045-210-4441連絡先（電話番号）

格者に対し給付を進めました。

　農業アカデミーでの就農相談のほか、都内で開催された就農イベン
トに参加し、これまでより多くの相談を受けることができました。青
年就農給付金給付事業については、市町村が行う就農計画認定と連携
して進めることで、計画的に給付を実施することができました。担い
手育成資金等利子補給等事業は、生産者の申請に対し融資機関と連携
し、的確に事業を進めることができました。
　農地中間管理事業は対象となる農業振興地域がある29市町全てで募
集を行うことができました。今後、農地貸借面積を拡大していくため
の取組強化が必要です。
　環境保全型農業直接支払交付金事業は実施のために必要な市町の計
画づくりを支援しました。今後、さらに実施市町を増やし、生産者の
環境保全型農業の取組みを支援していくことが必要です。

※平成28年4月1日に担い手支援課は廃止となり、農業振興課に「１農業への新たな就業者数」、「２
青年就農給付金給付事業」、「３　担い手育成資金等利子補給等事業」、「５　環境保全型農業直接
支払交付金事業」に関する業務、農地課に「４　農地中間管理機構事業」に関する業務の引継ぎが行
われています。


