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局

農政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況

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

所属のホームページ

農地課

室・課（出先機関は所属）名

(単位：千円)

第１号様式

所属進行表

農業農村整備事業の

マスコット

とっちーちゃん

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 733,017 39,779 24,702 33,176 44,765 2,325 144,746

維持管理費 0

計 733,017 39,779 24,702 33,176 44,765 2,325 144,746

82,857 51,275 82,331 52,568 269,031

122,636 75,976 115,507 97,333 2,325 413,777

支出済額
事
業
経
費

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 27 27 27 27

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 29 29 29 29

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　国庫補助事業等交付事務実施状況（数字で表せるもの）
　　土地改良事業等の国庫補助金交付申請、支払い請求等の事務を行います。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

11 2 4 1

43 2 9 2

1,437,834 66,369 112,130 66,790

18,217 37,184 256,588 412,884

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

1地域 0 1 0 0

2協定 1 0 0 1

3 1 0 7

３　広報活動実施状況（数字で表せるもの）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

10 1 4 5 0

3 1 0 1 1

累計
項　　　目

累計

２　里地里山条例（神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例）施行状況
   （数字で表せるもの）

項　　　目
年間
目標

事業・地区数､事業費
（単位：延べ事業､延べ地区､千円）

累計

10 回

3 回里地里山シンポジウム等の開催

　里地里山の保全等を図ろうとする地域の選定と、活動計画等を定めた協定の認定・団体支援を通じて、
里地里山の保全等を促進します。

　交付申請額(事業費)

農業農村理解促進イベントの開催

年間
目標

実　　績

　地域選定数 1 地域

　協定認定数 2 協定

　協定認定数（変更） 11 協定

　　農業や農業農村整備及び里地里山に対する県民の理解の促進を図るため広報活動を行います。

　請求額(国費)

　交付申請事業数 18 事業 

　交付申請地区数 56 地区 

724,873 千円 

項　　　目
年間
目標

実　　　　　　績　

1,683,123 千円 

農業農村理解促進イベントの開催
（H28年11月27日 美緑なかいで農業を

知ろう！ 中井町）

里地里山の広報活動

（かながわ子ども里地里山フェスティバル

H28年4月30日 県庁）



４　農地中間管理機構事業（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

8 (20) 6 (18) 0(18) 0(18) 0(18) 6 (18)

５　農地法、農振法に関する事務（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

19 12 11 17 59

0 0 3 1 4

６　業務実績（数字で表せないもの） 

（注）農地転用及び農用地区域の除外は、優良農地を確保するため、真にやむを得ない場合に限られる。

実績・進捗状況項目

【土地改良事業の推進】

　土地改良事業を推進する
ため、出先機関等と連絡調
整を図るとともに、平成28
年度第2次補正予算や平成29
年度当初予算の編成に向け
諸調整を行います。

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

実績　　　　(単位：市町)

　農地法に基づき、農業上の土地利用と農業以外の土地利用との調整を図るため、農地転用の許可を行って
います。また、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が策定又は変更しようとする計画につい
て協議を受け、同意を行っています。

年間
目標
(計画)

農振整備計画同意件数

実績

　　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、貸し借りが進んだ
　市町のさらなる拡大を図ります。

項目

・事業の推進を図るため、関東農政局主催の担当者会議
に出席するとともに、県農地課基盤整備グループ所管事
業担当者会議を開催し、事務所担当者を対象に事業制度
等の説明を行いました。
・懸案地区等の現地調査を実施して、状況を確認し、事
業を実施する出先機関と調整を図りました。
・平成29年度予算の概算要求額を取りまとめました。

・事務所を対象とした平成29年度予算要求ヒアリングを
実施し、事業実施要望額を取りまとめました。
・国に対し、概算要求額の調整と、新規地区や懸案地区
について個別相談を実施しました。
・第2次補正予算に係る国及び事務所との調整を実施しま
した。

・平成28年度第2次補正予算を要求するために、該当地区
の事業計画等について、事務所と調整しました。
・平成28年度補正予算及び29年度当初予算の歳入歳出見
積書、節別内訳書を作成しました。

・平成28年度予算の実績見込みの確認と平成29年度への
繰越予算の調整を行いました。
・平成29年度予算の執行計画のとりまとめと再配当の調
整を行いました。

項目

農地転用許可件数

年間
目標
(累計
市町数)

新たに貸し借りが進んだ市町数

中高年ホームファーマー 巡回指導の様子
都市農業の持続的発展を支える基盤整備

（横浜市都筑区折本町の小松菜の栽培状況 ）



７　業務実績（数字で表せないもの） 

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第４・四半期

第１・四半期

連絡先（電話番号） 　045-210-4465

【かながわ農業サポーター
育成事業等の実施】

　農地の有効利用を促進す
るため、栽培研修付きで広
い農園を貸し出す「中高年
ホームファーマー事業」
や、一定の栽培技術と意欲
を持った方を新規参入させ
る「かながわ農業サポー
ター育成事業」などを実施
します。

第１・四半期

　土地改良事業等に係る国庫交付金の国への交付申請事務や出先機関に対
する予算の再配当事務などの手続を適切に行うとともに、補助金等を適正
に交付しました。
　また、農地法に基づく事務を進めたほか、中高年ホームファーマー事業
をはじめとした各事業担当者会議の開催や、イベントの広報などを計画的
に行うなど、今年度事業の円滑な推進に向けて着実に取り組みました。

　平成29年度における土地改良事業の予算要求に向けて、出先機関に対す
る事業実施要望額の調査を行いました。
　また、体験型広報活動「かながわ農業大発見！」として、「田んぼの生
きもの見てみよう」や「秋の味覚・海老名の梨を味わおう」などの広報活
動を計画どおり実施し、農業や農業農村整備等についての県民の理解促進
を図りました。

　平成29年度予算及び平成28年度補正予算に係る調整を行いました。
　また、かながわ農業サポーターをめざす方の面接等を行い、新たに24名
のサポーターを認定するなど、農地の有効利用を促進するための事業を着
実に推進しました。

　平成29年度当初予算における執行計画を取りまとめました。
  かながわ農業サポーターが耕作する農地の確保及び復旧を行ったほか、
平成29年度の体験研修生の募集を計画どおり行いました。

　平成28年度の予算執行を適切に行うとともに、平成28年度予算編成等の
業務について、国や出先機関等と円滑に調整を行い、着実に遂行すること
ができました。
　また、農業や農業農村整備及び里地里山に対する県民の理解の促進を図
るための広報活動をはじめとした各種事業も、概ね計画どおり推進するこ
とができました。

所属長評価

総合評価

・かながわ農業サポーターをめざす方の面接と認定委員
会を開催し、24名の方を認定しました。
・平成29年度の中高年ホームファーマー体験研修生の募
集要項を作成しました。

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第２・四半期

第３・四半期

・かながわ農業サポーターが耕作する農地の確保及び復
旧を行いました(2.0ha)。
・平成29年度の中高年ホームファーマー体験研修生の募
集を行い(52名)、農園の確保及び整備を行いました
(2.7ha)。

・各事業担当者会議の開催、各市町村及び各地域農協に
対し、かながわ農業サポーター事業の受入れ意向の確認
を行いました。
・かながわ農業アカデミーと連携し、中高年ホーム
ファーマー体験研修生の機械研修を行いました。

・中高年ホームファーマー等からかながわ農業サポー
ターをめざす方への説明会（2回）と計画書作成等研修(2
回）を開催しました。
・かながわ農業サポーターの経営向上に向けた研修会（1
回）を開催しました。


