
Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (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）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

センター名

県西地域県政総合センター

部名

農政部

写真は、
”かながわブランド”の
[湘南ゴールド]と

[足柄茶]の茶畑です。

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。

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。

未病を改善する

試食イベント

朝ドレファ～ミ♪

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 32 34 34 34

上記以外の職員 8 9 7 7

計（人） 40 43 41 41

配置職員数

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

維持管理費

計

支出済額
事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）



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 3 0 6 0 9

220ｍ 0 220 0 0 0 220

590,000千円 0 399,106 0 198,778 0 597,884

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

8件 0 7 1 11 0 19

246,500千円 0 173,998 16,773 28,917 0 219,688

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

8件 0 4 6 2 0 12

26,500千円 0 8,409 33,450 1,496 0 43,355

（参考）

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

○「農業農村整備事業」の詳細については、環境農政局農地課のＨＰ「神奈川の農業農村整
備事業」をご覧ください。

契約金額

①「広域農道整備事業」の工事実施状況

 ○ 農道の新設・改良、農業用用排水路の改良工事及び小区画で不整形な農地を集団化し、農作業の
　し易い大きな区画に造成するほ場整備事業を実施しています。

〔HPアドレス〕

契約金額

契約件数

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。

○「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〕

 ○ 農道や農業用用排水路の工事に係る調査・設計、ほ場整備事業（水田）の工事に係る測量及び換
　地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

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

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

農産物の流通の合理化及び農村環境の改善を図るための農道整備（中井町井ノ口）

工

事

前

完

成

農作物の流通を改善するための農道整備工事（小田原市米神）

工

事

前

完

成

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100342
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p441681.html


３　新規就農者確保支援事業実施状況

 ○ 新規就農者確保支援事業補助金「青年就農給付金（経営開始型）」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 0 0 0 3

18,000千円 0 13,500 0 △ 1,876 0 11,624

（参考）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f420464/#kaishi

４　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

実績・進捗状況

　人・農地プランの作成、更新に向けた事業
実施計画の作成に係る市町への支援、同計画
の承認手続を進めました。

項　　　　　　　目

○「新規就農者確保支援事業」の詳細については、環境農政局農業振興課のＨＰ「青年就農給
付金について」をご覧ください。

　県民の求める「食」を提供するために必要な新規就農者の着実な確保と定着を図るため、経営が不安
定な就農直後の所得を確保する給付金を給付する市町に対して補助金を交付しています。

※第４四半期は、補助金の減額交付決定に関するものであり、交付決定市町数の変更はありません。

【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28年度までの実績　８地区

【人・農地プランの作成支援】
　農業の競争力・体質強化を図るため、集
落・地域における話し合いによって、今後
の地域農業の中心となる経営体を位置づ
け、目指す経営や農地利用の方向、活用す
る支援策などを市町がとりまとめる「人・
農地プラン」の作成の支援をしています。

　○　計画件数　目標　１計画
　○　平成27年度までの実績　５計画

　既に活動を行っている組織への継続支援と
併せ、活動が行われていない地域に対して本
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。

　活動組織への継続支援と共に、市町と協力
し取組の行われていない地域において、説明
会等を実施する等、制度周知に努め、活動団
体の組織化を図りました。

　開成町内において、新たに１地区が組織さ
れ活動が開始されました。また、組織の活動
が問題無く進められるよう、町と共に活動団
体への支援を進めました。

　既に活動を行っている２地区において、29
年度から取り組み面積を拡充するとともに、
小田原市で新たに１地区が組織化され活動を
開始することになりました。

　プラン作成・更新に係る補助金交付決定を
し、新たにプラン作成をする事業主体と今後
のスケジュールの確認等を実施しました。

　新たにプランを作成する町について、年度
内の作成に向けた「集落・地域における話し
合い、検討会」開催等に係る助言等の支援を
しました。また、１町のプランが更新されま
した。

　２町３地区で新たにプランが作成され、目
標が達成されました。このほか、３市町のプ
ランが更新されました。

市町村数

交付決定額

項　　　目

〔HPアドレス〕

年間目標
（計画）

交　付　決　定　額 （単位：市町・千円）

[農道補修状況（小田原市下曽我地区）]

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f420464/#kaishi


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、ほ場整備の工事に必要な土砂の確保につ
いて関係機関と調整を行ないました。

　小区画で分散した水田を集積して大きな区
画に造成する区画整理工事を発注し、工事着
手に必要な測量を実施しました。

　水田の表土を剥ぎ、新たに造成する水田の
基盤を高くするため土砂を搬入し整地作業に
着手しました。

【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。

 内山地区全体の事業量２３haのうち工事初年
度の今年は下流側から２．４haの工事を実施
し、大きな区画の水田への整備が完了しまし
た。

〔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。

○「人・農地プラン」については、環境農政局農政課のＨＰ「人・農地プラン」をご覧くだ
さい。

〔HPアドレス〕 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f533635/

〔HPアドレス〕

○「多面的機能支払制度」については、環境農政局農地課のＨＰ「多面的機能支払事業」を
ご覧ください。

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

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

[農道補修状況（小田原市下曽我地区）]

[ほ場整備事業を実施する前の水田]

（南足柄市内山）

完

成

小さく分散している水田を大きな水田にするための区画整備工事（内山）

遠 景

工

事

前

近 景

完

成

工

事

前

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f533635/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532130/
http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/index.html


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

０４６５－３２－８０００（内線２６００）連絡先（電話番号）

部長評価

　工事及び委託業務、補助金交付事務の計画的な執行により、事業の
着実な進捗を図ることができました。また、ほ場整備事業 内山地区
においては、農作業の効率性の低い狭小な水田から、畑作営農もでき
る高生産性の大きなほ場（水田）とする造成工事を始めることができ
ました。

　工事、委託業務については、地元調整・現場条件が整った箇所から
適時発注を行い、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。

　管内市町、関係団体等と本年度の業務の円滑な遂行に向けた調整に
取り組み、補助金の交付事務手続きに係る支援、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。

　「県西地域活性化プロジェクト」の取り組みを推進し、未病を改善
する試食イベントを管内３箇所で開催したほか、薬膳レシピを掲載し
た冊子を制作し、配架しました。
　また、年度末に集中する各事務をしっかりと行うとともに、農道整
備やほ場整備などの農業農村整備を適切に実施しました。
　さらに、平成29年度における事業の円滑な実施に向け、中高年ホー
ムファーマー事業における農地の整備や人・農地プランの策定支援を
着実に行いました。

　１年間を通し効率的・効果的な業務運営に心がけ、農業生産基盤の
実施による安定した農業経営の展開や災害の未然防止対策に取り組み
ました。
　また、関係機関や団体等と連携し、人・農地プランの策定支援、未
病を改善する試食イベント等について、着実に取り組むことが出来ま
した。


