
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)

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

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

農業振興課 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/

【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

・ 食品表示法に基づく食品表示の調査や指導

に関する事務

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

1,643,776 7,000 10,773 1,034,728 1,052,500

1 1 122 16,390 16,514

0

1,643,776 7,001 1 122 27,163 1,034,728 1,069,015

項目 (再)配当額

事業費 111,267 7,833 9,811 5,989 4,278 32,523 60,433

維持管理費 0

計 111,267 7,833 9,811 5,989 4,278 32,523 60,433

48,177 32,308 50,029 35,019 165,533

56,010 42,118 56,019 39,296 32,523 225,966

△ 49,008 △ 42,118 △ 55,897 △ 12,133 1,002,205 843,049

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

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 17 18 18 18

上記以外の職員

計（人） 17 18 18 18

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　農作業受託型の企業参入の促進

時期

２　マーケット・イン型の農業産地確立の促進

　　　農業の新たな担い手として農作業受託型の企業参入を促進するため、コーディネートや関係機
　　関との連携により、企業等の新たな受託組織の運営を支援しています。

実施計画 実施・進捗状況

　スーパー、レストラン等のニーズを把握し、そのニーズに対応した生産（マーケット・イン型農
業）を行う産地を確立し、活性化・生産拡大を図るため、コーディネーターによる仕組みの提案や実
証により、取引の実現に向けた支援を行います。

・　農家の生産意向の現状把
　握と参入要件整理
・　企業のニーズ等把握
・　企業と地域のマッチング
　の実施　等

第１
四半期

農家の意向及び企業ニーズの把握に向けた準備を行いま
した。

第２
四半期

コーディネートに向けて、企業及び農家へのヒアリング
を行いました。

第３
四半期

ヒアリング結果を踏まえ、企業と地域のマッチングに向
けて、企業や農家などの関係者で意見交換会を行いまし
た。

第４
四半期

平成28年度の農作業受委託契約の締結に向けて、マッチ
ングを実施し、１企業が参入することになりました。

時期

証により、取引の実現に向けた支援を行います。

実施計画 実施・進捗状況

・　ニーズの把握と生産に対
　応できる産地の発掘・調
　整・整理
・　ニーズに対応した取引の
　実現　等
【かながわグランドデザイン
実施計画プロジェクト№10
農林水産】　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
クトに位置付けられている事
業です。　プロジェクトでは
数値目標の一つとして「消費
者や実需者のニーズに対応し
た新たな販売契約数（累
計）」をあげており、今年度
の目標値は15件（累計）と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp
/uploaded/attachment/783679
.pdf#page=88

第１
四半期

実需者のニーズの把握に向けた準備を行いました。

第２
四半期

生産者へのアンケート調査及び実需者とのヒアリングを
行いました。

第３
四半期

実需者へのアンケート調査及び生産者とのヒアリングや
新たな取引に向けたコーディネートを行い、ニーズに対
応した新たな取引が17件開始されました。

第４
四半期

来年度の取組につなげるため、本年度把握した生産側と
実需者側のそれぞれの意向や、新たに成立した取引の内
容を分析し、とりまとめました。

http://www.pref.kanagawa.jp


３　「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 5月25日 ―

イベント 6月27日 550部

　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

――
第２

職員に対して医食農同源の講習会
を実施しました。

わいわい市寒川店
県民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。

第１
四半期

文教大学

準備
第３四半期に開催する３カ所のイ
ベント開催に向けて、打合せと準―

【「医食農同源」のイベントの様子】

・文教大生が考案したナスのコンポートと

手作りトマトケチャップの試食

※「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。

研究会 10月15日 －

研究会 10月21日 －

研究会 10月26日 －

イベント 11月7日 500部

イベント 11月15日 400部

イベント 12月5日 400部

全体研修会 2月9日 －

配布 3月31日 3,000部

合計
(前年度
実績)

――
第２
四半期

研究会４回、イベント４回
（研究会４回、イベント４回）

第３
四半期

準備 ベント開催に向けて、打合せと準
備を行いました。

―

メルカートきた
県民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。

海老名グリーンセンター
職員に対して医食農同源の講習会
を実施しました。

ベジたべーな
職員に対して医食農同源の講習会
を実施しました。

メルカートきた
職員に対して医食農同源の講習会
を実施しました。

海老名グリーンセンター
県民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。

ベジたべーな
県民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。

第４
四半期

JAさがみ産地形成促進
施設

平成25～27年度までの３年間の実施
内容を取りまとめ、今後の大型直売
センターによる医食農同源推進に向
けて、総括的な研究会を開催しまし
た。

―

今後、大型直売センターでの医食農
同源に取り組むにあたり、マニュア
ルと全県版レシピ集を配布しまし
た。



４　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 7月29日

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
8月 5日
8月26日

　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１回、研修会２回、商談会１回】

実施内容

第１
四半期

－ － －

第２
四半期

第３
商談会 10月 6日

商品の展示とあわせて、生産者及び
加工・流通・飲食に係る事業者との

食品表示の改正ポイントと商品開発
にあたっての食品衛生の取り組みに
ついての研修を行いました。

小田原市の名産品、観光体験づくり
を行うワークショップを2回行いま
した。

※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。

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
1月15日
1月29日

交流会 2月18日

５　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

5 0 2 3 0 5

1 1 1 3

　食品表示法に基づく食品表示の適正化を図るため、平成26年度第２四半期から大型直売セ
ンターを対象とした特別調査を実施しています。

項目

特別調査数
(大型直売センター)

第３
四半期

商談会 10月 6日 加工・流通・飲食に係る事業者との
商談会を行いました。

※　前年度第１四半期は、商店街等の生鮮食品小売店15件を対象として特別調査を実施
　　しました。

（前年度実績）

実例に学びながら、平塚市内におけ
る商品づくりを行うためのワーク
ショップを2回行いました。

第４
四半期 ６次産業化に関心のある１、２、３

次事業者の交流の場として生産物や
加工品の展示並びに６次産業化の取
組事例発表を行いました。

【ハード事業で施設を整備し、トマト

の加工品作りを行っています】



６　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

11 0 10 1 0 11

9 0 2 3 4 9

2 11 3 7 23

13 12 3 8 36

７　卸売市場施設整備に係る業務の実施状況

時期実施計画 実施・進捗状況

第１
四半期

平成27年度整備事業を取りまとめ、事業計画の審査及び
国へ交付金要望を行いました。

項目

地方卸売市場
検査数

（前年度実績）

　　　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支援を実施しています。

地方卸売市場から
の届出処理数

（前年度実績）

　　　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。

【青果市場

の「せり」】

８　園芸振興事業の委託の実施状況

年間目標 時期

卸売市場整備の支援

第２
四半期

平成23年度から25年度に実施した市場整備の成果目標の
達成状況について、国へ報告を行いました。

第３
四半期

スケジュールに基づいた適正な進行管理を行うとともに
所要の手続きに必要な調整を行いました。

第４
四半期

平成27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28年度整備事業に係る事業要
望調査を行いました。

研究会開催（９回実施）

第３
四半期

研究会開催（13回実施）

第４
四半期

研究会開催（８回実施）

　　　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。

実施計画 実施・進捗状況

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

第１
四半期

研究会開催（５回実施）

第２
四半期



９　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

実施計画 実施・進捗状況

(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

野菜価格の著しい下落は見られず、冬春トマトなど６月
までを対象とする青果物への交付はありませんでした。

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27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。

　　　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。

四半期

10　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
四半期

第３
四半期

第４
四半期

　　　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
　　る麦、大豆などの畑作物を対象に、その差額及び水田を有効に活用して県育成品種をはじめと
　　した野菜や飼料米などを生産する農業者を支援するための産地交付金を交付するための業務を
　　実施しています。

実施計画 実施・進捗状況

農業経営安定対策の推進を図
るための交付に係る事務

地域推進計画の認定、事務費補助金の交付決定を行いま
した。

直接支払交付金及び対象作物の調整を行いました。

平成28年度の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。

事業補助金の支出を行いました。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

　農業の新たな担い手を確保するため、農作業受託型の企業参入を促
進する取組や、産地活性化を図るため、消費者等のニーズを把握し、
そのニーズに対応した生産（マーケット・イン型農業）を行う取組な
ど、今年度から実施する新たな取組については、農家の意向や実需者
のニーズに把握に向けた準備を開始するなど、着実に進めることがで
きました。
　また、医食農同源の普及を図るためのイベント等の開催や、６次産
業化を推進するため、相談や研修を行うサポートセンターの委託な
ど、ほかの取組についてもそれぞれの所期の目標達成に向け、順調に
スタートすることができました。

　農作業受託型の企業参入の促進の取組については、農作業の委託を
希望する地域と、受託可能な企業とのマッチングに向け、地域への説
明やヒアリング、受託可能な企業の掘り起こしなどを実施し、計画ど
おりに進めることができました。
　マーケット・イン型の農業産地確立の促進の取組については、消費
者のニーズに応じた産地の確立に向け、対応できる産地の選定や、消
費者のニーズを把握するため、計画どおりにアンケートやヒアリング
を実施することができました。
　また、ほかの取組についてもそれぞれの所期の目標達成に向け、順
調に進めることができました。

　マーケット・イン型の農業産地確立の促進の取組については、スー
パー等の小売店からの「めずらしくて新鮮な野菜」や「旬の時期でな
くてもおいしく食べたい（時期をずらした栽培）」などのニーズに対

第３四半期

第４四半期

総合評価

連絡先（電話番号） 045-210-4422

所属長評価 くてもおいしく食べたい（時期をずらした栽培）」などのニーズに対
応した生産と取引を開始するなど順調に進んでいます。
　農作業受託型の企業参入の促進の取組については、地域と企業との
具体的なマッチングに向け、双方の詳細な調整を行うなど、契約に向
けた取組を進めることができました。
　また、ほかの取組についてもそれぞれの事業の集大成に向け、順調
に進めることができました。

　マーケット・イン型の農業産地確立の促進の取組については、生産
側と実需者側のそれぞれの意向や、新たに成立した17件の取引の内容
を分析し、今後の取組の進展に向けたとりまとめを行いました。
　農作業受託型の企業参入の促進の取組については、次年度、１企業
が既存の受託組織と連携して、受託作業を担うこととなるなど順調に
取組を進めることができました。
　医食農同源の取組については、今後、大型直売センターでの自主的
な取組が進むよう、３年間の取組をまとめたマニュアル及びレシピ集
を作成しました。
　また、ほかの取組についてもそれぞれ、当初の目標を達成するな
ど、順調に進めることができました。

　各取組とも、計画的に取組むことで、所期の目的を達成することが
できました。
　なお、農業作業受託型の企業参入及びマーケット・イン型の農業産
地確立の促進の取組では、他の地域等に波及できるよう、平成28年度
に実施する取組も加えて、成果を取りまとめるとともに、関係者への
働きかけを予定しています。


