
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

部名

農政部

センター名

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年3月31日）

所属
横須賀三浦地域県政総合センター

第１号様式

所属進行表

農政部長の並木です。

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。

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

項目 (再)配当額

事業費 0

維持管理費 0

計 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

支出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。

三浦半島オリジナルアイス

の説明を受け、試食する来

場者（三浦半島食材認知向

上事業）

農家のお仕事体験でダイコン

を洗う参加者（三浦半島実感

事業）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 13 14 14 14

上記以外の職員 1 3 3 3

計（人） 14 17 17 17

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

３市町 0 1 1 (1) 2

２市町 1 0 0 1 0 2

13,500千円 0 1,500 6,000 1,125 8,625

8,250千円 6,000 0 0 2,250 0 8,250

※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

３市町 0 3 (1) 0 3

２市町 0 2 (1) 0 0 1

3,249千円 0 2,391 △ 421 0 1,970

1,427千円 0 2,626 △ 1,199 0 0 1,427

契約件数

2件

1件

1件

3件

7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 35,517千円
　土地改良基幹施設整備事業による排水路整備
工事と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。

　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)

第２四半期 13,180千円
　農村振興総合整備事業による畑地かんがい施
設敷地整備工事に着手しました。

第３四半期 4,572千円
　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 34,236千円
　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。また、工事が２件
完成しました。

累計 87,505千円

排水路への土砂堆積を改善するための排水路整備工事（三浦市初声）

工

事

前

完

成



３　治山事業実施状況

契約件数

0件

2件

0件

2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。

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

－ 94 96 76 164

前年度 － 121 151 180 168

－ 5 6 4 4

前年度 － 3 5 4 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。

第３四半期 0千円

　地下水を排水しているボーリング孔の洗浄及
び腐食した鋼製の土留工の補修を行いました。
　また、斜面を安定させるための、落石防止網
の設置工事を進めています。

時期 執行額 実績・進捗状況

第１四半期 0千円

　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。

　「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

15

第４四半期 14,750千円

　落石防止網を設置するとともに、設置箇所の
測量を行いました。
　また、斜面の崩壊を防ぐための土留工等の設
置工事に着手しました。

累計 62,438千円

漁船登録等事務 430

620

遊漁船業登録等事務 19

事業実施に向け、関係機関等との調整や現地調
査を行い、設計・積算を進めました。

第２四半期 47,688千円

　地下水を排水しているボーリング孔の洗浄及
び腐食した鋼製の土留工の補修に着手しまし
た。
　また、斜面を安定させるための、落石防止網
の設置工事に着手しました。

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

漁船登録票に記載されているエ

ンジンが搭載されているか確認
漁船の主要寸法の確認作業

完

成

工

事

前

斜面を安定させる治山工事（鎌倉市雪ノ下）



５　半島農業体験研修による労働力の確保

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　蜜蜂の飼育技術の普及推進

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

　10月に２農協の会場それぞれ、１日目の研
修を実施し、農協職員から管内の農業に関す
る説明を聞いたのち、農作業体験を行いまし
た。
　また、２日目の研修を12月に行った農家で
は、ダイコンの収穫・洗浄やキャベツの定植
等を体験しました。

　１月に２農協の会場それぞれ、２日目の研
修を実施し、研修先農家でダイコンの収穫・
洗浄やキャベツの定植等の農作業体験を行い
ました。

項目 実績・進捗状況

　蜜蜂の飼育に影響の大きい巣箱内の温度
実態を解明し、管内の養蜂農家、新規飼育
者等に蜜蜂の正しい飼育方法について、専
門の講師による普及推進を行い、養蜂技術
の一層の向上を図ります。

　実態解明に向けての調査等について、専門
の講師と打合せを行うとともに、実態解明に
向けた機器の設置及び技術向上を図るための
現地指導を実施しました。

　10月15日（土）にミツバチ飼育技術勉強会
を開催し、養蜂農家等60名が出席しました。

　３月10日（金）に平成28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
確認など、昨年の状況について情報共有しま
した。

　専門講師による３回の現地指導を行い、９
月16日に、機器の取り外しを行いました。
　また、10月中旬の技術勉強会開催に向け、
募集を開始しました。

　大学生等をターゲットにして、全国有数
の生産力を誇り、営農意欲の高い担い手農
家の生産現場を活用した短期的な体験研修
（半島農業の体験）を実施し、就農機会の
動機づけを行うとともに、繁忙期等におけ
る農家の補完労動力の確保に向けた取組み
を進めます。

　関係する管内の２農協や市と打ち合わせを
行い、事業実施に向けた調整を進めました。

　研修生の募集を開始し、45名から応募があ
りました。また、１日目の研修に向けて、管
内の２農協と研修内容等の調整を進めまし
た。

養蜂農家等に対し実施した、

ミツバチ飼育技術勉強会

講師 玉川大学教授 中村 純 先生

「生産現場を活用した研修会」を開催

ダイコンの間引きを行う研修

生（１日目）

農協職員による説明を受け

る研修生（１日目）

ダイコンの収穫体験を行う

研修生（２日目）



７　木質バイオマスの有効利用

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

８　「かながわ農業大発見！」～ダイコン畑からの情報発信～

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　三浦半島において利用されず廃棄物とし
て処分されている伐採木について、森林資
源の循環利用を図るモデルを構築し、公共
事業等のコスト縮減と木質バイオマスの有
効活用による社会環境負荷の低減を図りま
す。

　森林所有者と事業実施に向けて調整を行
い、覚書を締結しました。

　伐採した木材を使う薪作り体験会を募集を
し、９月25日（土）に25名の参加で開催しま
した。

 ９月25日に開催した薪作り体験会参加者の意
見を集約し、第２回目に行う取組内容を検討
しました。また、取組内容にあわせた会場の
確保について、関係機関等と調整を進めまし
た。

　２月25日（土）に葉山町において、公共事
業で発生した伐採木の無料配布を、一般公募
により実施し、15組22名が参加しました。

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

　「食」と「農」に対する県民への理解の
促進と地産地消を推進するため、広報活動
を強化するとともに、小中学生とその保護
者を対象に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月からの開催に向け、関係機関と調整を
進め、募集案内を作成しました。また、セン
ター広報誌の「三浦半島だより」への掲載や
地域情報紙への掲載依頼等、募集・ＰＲの準
備を行いました。

　９月10日(土)に種まき体験(第１回)、10月
１日(土)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26日（土）に最後となる収穫体験（第
３回）を開催し、参加者が種をまいたダイコ
ンを始め、キャベツやカブ等の収穫体験と収
穫したダイコンの試食体験を行いました。
（参加者51名）

　計画していた３回の体験と農業生産基盤整
備の現場見学を行い、三浦半島農業の魅力を
広くＰＲできました。

「かながわ農業大発見！」ダイコンの栽培収穫体験（第３回収穫体験／試食体験）を開催

ダイコン収穫体験の様子 収穫した特産ダイコンの試食
県立保健福祉大学

学生考案のメニュー



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

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

連絡先（電話番号） 046-823-0437

部長評価

　年度当初に業務執行体制を見直し、体制の確保・整備行うととも
に、関係機関等と調整を進めました。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。

　「三浦半島魅力最大化プロジェクト」の取組みの一環として、県内
で初めて、畑を活用した２日間の半島農業体験研修の募集を開始しま
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。

　「三浦半島魅力最大化プロジェクト」の取組みを推進し、三浦半島
オリジナルアイス試食キャラバンを管内６箇所で開催したほか、開発
した６種類のアイスの食べ比べ試食会を行いました。
　さらに、三浦半島ならではの地域資源を活用した、農業の収穫体験
ツアーを開催しました。
　また、各事務を着実に進めるとともに、市町と連携した農地パト
ロールの実施、都市周辺林地の資源循環に関する林業普及活動などの
案件についても対応することが出来ました。

　木質バイオマスの有効利用として、伐採木の無料配布を一般公募で
行ったほか、養蜂対策会議を開催し養蜂家の技術向上に努めました。
　また、漁船登録等の許認可事務を適切に行うとともに、年度末に集
中する農業生産基盤整備や治山事業の工事完了に伴う事務を効率良く
行うことができました。

　年間を通じて、効率的な業務運営と許認可事務の適切な実施に努め
ました。
　また、農業生産基盤や治山施設の整備のほか、中高年ホームファー
マー事業の農園管理や研修、「三浦半島魅力最大化プロジェクト」と
して漁業・農業体験ツアーの開催等様々な事業を進めることができま
した。

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
農園の開設のほか、農園巡回指導等の取組み
や職員による農園管理業務を実施しました。

　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29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
組みを実施しました。
　また、平成29年度に向けた農園確保の取組
みを進めました。

　農園巡回指導等の取組みを実施したほか、
平成29年度に向けた農園開設、利用者選考・
決定、説明会実施等の取組みを進めました。

講師による実技指導で学ぶ

中高年ホームファーマー

体験研修生

（葉山町上山口地内）


