
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

農政部

（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、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
す。

センター名 部　　名

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

所属のホームページ

湘南地域県政総合センター http://www.pref.kanagawa.jp/div/0024/

第１号様式

所属進行表

湘南地域県政総合センター農政部では、管内を対

象に主に次の仕事をしています。

① 地産地消による持続可能な活力ある農林水産業

を促進するため、農林水産物の生産振興対策、有

害鳥獣対策の推進などの取組を進めています。

② 農地の保全と確保を図るため、的確な農地転用

制度の運用に努めるとともに、里地里山の保全･活

用への支援、農地及び農業用施設の整備や支援を

行っています。

③ 森林の再生を図り、豊かな森林づくりを進める

ため、水源の森林づくり事業や山地災害防止など

の各種事業の実施や支援を行っています。

（所管区域は、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、

伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町の５市３町で

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

支
出

事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

支出の状況欄については、総務部においてまとめて計上するため、空欄で

表示しています。

【花菜ガーデン：雪割草の世界展】

幻の雪割草と言われるキルギスの

｢ファルコネリ｣他の展示(2/16～21)
と講演会(2/19)を開催

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 28 30 30 30

上記以外の職員 6 6 6 6

計（人） 34 36 36 36

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0024/


Ⅳ　業務実施状況

１　水源の森林づくり推進状況

　(1) 水源林確保事業実施状況 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

43.00 0.00 56.99 0.64 4.06

66.00 34.72 7.98 0.00 0.00

　(2) 水源林整備事業実施状況 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

200.00 133.90 35.75 32.66 0.34

207.00 142.74 54.26 28.86 0.95 226.81

(注) 平成28年度の面積は、第４四半期まで（平成28年4月1日～平成29年3月31日）の集計です。

間伐実施前の森林内 間伐実施後の森林内

水源林整備事業（秦野市堀山下地内）

　第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画を着実に推進するため、県が調査や測量を行
い、水源林として森林整備を行う区域や内容について、県が森林所有者と契約を結びます。

項目 年間目標
（計画面積）

実績　　　　　　　　　　　（単位：ha）　

累計

契約（確保）面積 61.69

（前年度実績） 42.70

　第２期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画を着実に推進するため、森林所有者と契約した
水源林において、県が下刈りや枝打ち、間伐等の森林整備を行います。

項目 年間目標
（計画面積）

実績　　　　　　　　　　　（単位：ha）　

累計

森林整備面積 202.65

（前年度実績）

53.82 56.23
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２　補助金交付状況

　(1) 搬出促進補助金の交付

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

4 0 1 3 3 0 7

4 0 2 2 3 0 7

54,000 0 363 34,047 43,178 0 77,588

51,300 0 6,216 11,930 32,426 0 50,572

(注)　同じ事業者に対し交付決定は数回行うため、各四半期ごとの交付事業者数には、重複があります。

　(2) 農村振興整備事業補助金の交付

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

4 3 1 0 0 0 4

3 1 2 0 0 0 3

62,423 45,325 17,098 0 28,280 0 90,703

23,905 13,895 10,010 0 0 0 23,905

３　工事執行状況

　(1) 治山、林道に関する工事

契約件数

0

5

7

2

14

(注)　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)等について記載しています。

累計 72,857

林道工事（伊勢原市大山地内） 治山工事（伊勢原市大山地内）

モルタル吹付工

第２四半期 63,903　林道工事、治山工事等を実施しました。

第３四半期 9,320　林道工事、調査・測量等を実施しました。

第４四半期 -366
　林道・治山工事等の概算数量の精算等を実施しまし
た。

谷止工

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

　山地災害の防止を図るための治山工事や木材を運搬するための林道の改良等を計画的に実施しまし
た。

時期 執行額 (単位：千円) 実績・進捗状況

第１四半期 0

交付事業者数

（前年度実績）

交付決定額

（前年度実績）

　農業農村の整備を促進するため、農村振興整備事業を実施する市町に対し、補助金を交付しまし
た。

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

地区数

　間伐材の集材搬出の推進を図るため、集材搬出・運搬等を実施した事業者に対し、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)



 (2) 農業基盤整備に関する工事

契約件数

0

3

2

3

8

(注)　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　花菜ガーデンの魅力アップの推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　バラを中心に多彩な植物の展示と、集
客イベントや未病を改善する取り組みの
開催により、園の魅力アップと来園者の
増加を目指します。

　双子山園路を活用したユリやアジサイの展
示強化や、春の百花祭やローズフェスティバ
ルの開催により、集客を図りました。

　三日月山のワイルドフラワーやコキアの植
栽による植物展示や夏休みこどもイベント、
農業講座の開催により集客を図りました。

　オータムチューリップやダイヤモンドリ
リーの展示や、秋のローズフェスティバル、
かながわ健康イベント、農業講座の開催によ
り、集客を図りました。

　クリスマスローズや雪割草の展示やいちご
狩りフェアや冬の収穫祭の開催により集客を
図りました。

項目 実績・進捗状況

　工事執行のための調査・調整を行いました。

時期

第１四半期

第４四半期 17,145
　水路の改修や工事実施のための測量委託を実
施しました。

　水路の補修工事・工事実施のための設計委託
の契約を行いました。

第３四半期 42,332

累計 79,396

第２四半期 19,919

　農業経営の安定と生産性の向上を図るため、幹線水路等の農業用施設を計画的に整備します。

　水路の改修や太陽光発電施設の工事を実施し
ました。

執行額 (単位：千円) 実績・進捗状況

0

【クリスマスローズ展~そのルーツをたどる~】
主にヨーロッパが原産地。原種から交配種までの

展示会(2/4～12)と講演会(2/5，12)を開催

【ひらつか花アグリ冬の収穫祭】

イチゴの品種当てクイズを実施(1/15)



５　活力ある地域農業等の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　有害鳥獣対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

７　優良農地の保全･確保

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

  湘南地域鳥獣被害対策支援チームで、重点
取組地域の高麗山地区（大磯町）において、
地域の被害対応能力向上を図る講習会の開催
の支援を行いました。

実績・進捗状況

　地産地消を推進し、湘南地域の特色を
活かした持続可能な活力ある農業、畜産
業、水産業を目指します。

　畜産クラスター計画の実施に向けた支援や
新規就農者の経営安定に向けた支援を行いま
した。

　畜産クラスター計画の実施に向けた支援や
新規就農者の経営安定に向けた支援を行いま
した。

　畜産クラスター計画の実施に向けた支援や
新規就農者の経営安定に向けた支援を行いま
した。

  地域の中心的な畜産農家の収益性向上に必
要な施設や産地の高収益化や生産等の効率化
を図るための施設整備に対して助成を行うと
ともに、新規就農者の経営安定に向けた支援
を行いました。

項目

項目 実績・進捗状況

　市・町農業委員会と連携し、農業生産
の基盤である農用地等の保全・確保を図
るとともに、農地転用許可制度の的確な
運用を図ります。

　市・町農業委員会と連携し、農業生産の基
盤である農用地等の保全・確保を図るととも
に、農地転用許可制度を的確に運用しまし
た。

　市・町農業委員会と連携し、農業生産の基
盤である農用地等の保全・確保を図るととも
に、農地転用許可制度を的確に運用しまし
た。

　市・町農業委員会と連携し、農業生産の基
盤である農用地等の保全・確保を図るととも
に、農地転用許可制度を的確に運用しまし
た。

　市・町農業委員会と連携し、農業生産の基
盤である農用地等の保全・確保を図るととも
に、農地転用許可制度を的確に運用しまし
た。

項目 実績・進捗状況

　有害鳥獣による農業被害を軽減するた
め、市町や農協等で構成する支援チーム
により、地域自らが鳥獣対策等を推進す
る仕組みづくりや農作物の被害低減対策
の支援に取り組みます。

　鳥獣被害対策を重点的に行う重点取組地域
を選定するため、市町のヒアリングを行いま
した。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チーム全体会議
を開催し、重点取組地域として高麗山地区
（平塚市及び大磯町）を選定しました。

　湘南地域鳥獣被害対策支援チームで、重点
取組地域の高麗山地区（平塚市・大磯町）に
おいて、地域の被害対応能力向上を図る講習
会の開催、鳥獣被害軽減のための獣害防護柵
の設置などへの支援を行いました。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

0463(22)9275連絡先（電話番号）

部長評価

　年度当初に事業執行体制を確保・整備するとともに、本庁各所管課
及び市町村担当者と調整を図り、各業務ごとの年次計画を策定し、円
滑に業務を進めることができました。

　各事務を着実に実施するとともに、水源林の整備、畜産クラスター
計画の実施に向けた支援、有害鳥獣対策の推進、農地転用に係る案件
について、適切に対応することが出来ました。

　水源の森林づくりでは、年間目標を上回る実績となり、豊かな森林
づくりを着実に進めることができました。また、農地の保全と確保や
地産池消による持続可能な農林水産業を促進するために円滑に事業を
進めることができました。花菜ガーデンでは、かながわ健康イベント
や農業講座を実施するとともに、県のたよりやFacebook等を活用し
て、その魅力アップ広くPRするなど、県民の方に来場していただくた
めに、年間を通して様々な取組みを行いました。

　各事務を着実に実施するとともに、水源林の整備、畜産クラスター
計画の実施に向けた支援、有害鳥獣対策の推進、農地転用に係る案件
について、適切に対応することが出来ました。

　計画的な事務・工事執行に加えて、着実な水源林の整備、畜産クラ
スター計画の実施に向けた支援、農地転用に係る案件について、適切
に対応することが出来ました。


