
局名 部名

環境農政
局

農政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　人・農地プランの作成支援

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1 1 1 0 0

30 0 0 2 22

（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。

年間目標
（計画）

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/0519/

所属のホームページ

農政課

　農業の競争力・体質強化を図るため、市町村が行う人・農地プランの作成・更新に向けた指導、支
援を行っています。

累計

室・課（出先機関は所属）名

2

24

指導・助言回数
(説明会等回数)

作成・更新した市町村数

項目
実績

第１号様式

所属進行表

農政課では、主に次の仕事をしています。

・農政部内各課の総合調整

・神奈川県都市農業推進条例の施行

・農業協同組合等の指導監督

・卸売市場に関する事務

湘南ポモロン湘南ゴールド

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 314,860 3,665 13,373 7,964 5,792 23,439 54,232

維持管理費 0

計 314,860 3,665 13,373 7,964 5,792 23,439 54,232

80,795 54,797 82,377 55,491 273,460

84,460 68,170 90,341 61,283 23,439 327,693

支出済額
事
業
経
費

合計

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 28 28 28 28

上記以外の職員 1 1 1

計（人） 28 29 29 29

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0519/


２　農業協同組合等に対する指導監督

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

11 24 14 18

３　神奈川県都市農業推進審議会を開催し、調査審議を行う。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　かながわ農業活性化指針の改定を行う。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　都市農業の振興等を図るため県内農業系大学との連携した取組を行う。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

６　６次産業化の推進

　農業協同組合等の運営の健全性、適正な業務執行を確保するため必要な指導監督を行っています。

項目
年間目標
（計画）

実績

累計

実績・進捗状況

　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、６次産業化に取り組む人材を育成する研修会を実施しています。【年間
目標：新規個別相談56件、研修会：５回】

指導監督回数
(ヒアリング回数等)

67

本県都市農業は、担い手の減少・高齢
化、耕地面積・生産額の減少が続く中
で、その維持・発展に向けた様々な課題
解決のため県内農業系大学と連携を図っ
ています。

平成28年度第１回都市農業振興連絡会を農業
技術センターで実施しました。

関係機関との連携を推進しました。

関係機関との連携を推進しました。

平成29年度第１回連絡会へ向け、関係機関に
対し、議題・意向等調査を実施しました。

実績・進捗状況

都市農業の特徴を生かして、取り巻く環
境の変化に対応した力強いかながわ農業
を確立するため、新たに取り組むべき施
策の方向性を示す指針に改定します。

環境農政常任委員会に、基本的な考え方及び
スケジュール等について報告しました。

新たな指針の方向性について、第25回都市農
業推進審議会において審議いただき、それを
受け改定骨子案を作成しました。

改定指針素案を作成し、第26回都市農業推進
審議会において審議いただき、それを受け素
案を修正し、パブリックコメントを実施しま
した。

都市農業推進審議会の答申及び県議会環境農
政常任委員会での報告を経て、３月末に指針
を策定、公表しました。

項目 実績・進捗状況

都市農業の持続的な発展に関する重要事
項を調査審議し、その結果を知事に報告
し、又は意見を建議しています。

第25回審議会開催へ向けた内容調整等を行い
ました。

第25回審議会を開催し、かながわ農業活性化
指針の改定について審議しました。

第26回審議会を開催し、かながわ農業活性化
指針の改定について審議しました。

第27回審議会を開催し、かながわ農業活性化
指針の改定について審議するとともに、その
内容について答申を受けました。

項目

※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。



時期 項目 実施日

個別相談
7/12,25,
8/2,29,
9/13,26

研修会
9/6,9/12,
9/20,
9/27,10/3

７　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

9 1 1 4 5 11

11 0 10 1 0 11

1 5 3 1 10

2 11 3 7 23

地方卸売市場
検査数

（前年度実績）

地方卸売市場から
の届出処理数

（前年度実績）

第４
四半期

　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。

項目

個別相談

1/6,10,
11,13,19,
20,25,30,
2/1,2,13,
14,15,16,
20

17事業者の新規相談に対応した。

第２
四半期

定例の実施日のほかに地域開催での
個別相談を行い、農業者８件、行政
1件、二次業者３件の新規相談に対
応した。

各日２テーマずつ、計10テーマの研
修会を開催した。

第３
四半期

個別相談
10/14,26.1
1/7,24.12/
8,19

定例の実施日のほかにも個別相談を
行い、農業者13件、漁業者７件の新
規相談に対応した。

実施内容

第１
四半期

個別相談
5/18,27,
30,6/29

農業者（畜産業含む）６件、漁業
者４件の新規相談に対応をした。

【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】

【青果市場

の「せり」】



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

  神奈川県都市農業推進審議会の答申及び県議会環境農政常任委員会
での報告を経て、かながわ農業活性化指針を策定、公表しました。
　農業協同組合に対する指導監督業務を計画的に実施しました。
　その他の業務についても計画的に実施し、概ね所期の目的を達成す
ることができました。

  都市農業推進審議会の答申及び県議会環境農政常任委員会での報告
を経て、かながわ農業活性化指針を策定、公表したほか、農業協同組
合等に対する指導監督などの所管業務を行うとともに、平成29年度の
円滑な事業実施に向けた準備作業を行いました。

  都市農業推進審議会を開催したほか、農業協同組合等に対する指導
監督などの所管業務を実施するとともに、第３四半期の事業実施に向
けた調整等を行いました。

  都市農業推進審議会を開催し、かながわ農業活性化指針の改定素案
について審議したほか、農業協同組合等に対する指導監督などの所管
業務を行うなど、今年度の取組を計画的に進めました。

(045)210-4407連絡先（電話番号）

所属長評価

　今期は、神奈川都市農業推進審議会開催に向けた調整を行うほか、
農業協同組合に対する指導監督を行うなど、計画的に今年度の目標達
成に向けて取組を進めました。


