
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

（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、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。

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

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

農業振興課 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/

【三浦市の広大なキャベツ畑と

たくあん用に干された大根】

第１号様式

所属進行表

県民の皆さん、農業振興課です。

私たちは県の農業振興のため、主に次の仕事を

しています。

・新規就農支援に関すること

・農業技術の普及指導に関すること

・農業の経営改善のための融資制度に関すること

・農産物の生産の指導及び奨励に関すること

・農産物の価格安定に関すること

・環境保全型農業の推進に関すること

・農産物検査法の施行に関すること

・病害虫の防除に関すること

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 221,143 11,110 18,590 11,468 62,956 6,970 111,094

維持管理費 3,377 33 50 50 50 0 184

計 224,520 11,143 18,640 11,518 63,006 6,970 111,277

60,286 38,498 60,973 45,752 205,509

71,430 57,138 72,492 108,757 6,970 316,787

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

計(注2）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 22 22 23 23

上記以外の職員 2 3 3 2

計（人） 24 25 26 25

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0520/


Ⅳ　業務実施状況

　（1）新規就農者確保のための取組み

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（2）青年就農給付金給付事業

　　若手農業者を育成確保するため、所得が不安定となる就農前後の期間に給付金を給付します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

105 7 29 42 14

84 6 39 15 24

累計

給付人数 92

［H27～H28給付人数の推移］ ［青年就農給付金希望者への説明会］

84

項目 年間目標
（計画人数）

実績　　　　　　　　　　　（単位：人）　

（前年度実績）

1　就農・企業参入支援の充実・強化

項目 実績・進捗状況

農林水産業への新たな就業者数
（企業参入・雇用就農を含む）

【かながわグランドデザイン　実施計画
プロジェクト　No.10　農林水産④】
　本事業は本県の総合計画である「かな
がわグランドデザイン」のプロジェクト
に位置づけられている事業です。プロ
ジェクトでは数値目標として「農林水産
業への新たな就業者数（企業参入・雇用
就農を含む）」を掲げており、今年度の
目標値は、130人となっています。

「新規就農及び企業等の農業参入関係担当者
会議」を開催し、県機関、市町村、農業委員
会事務局等に対し、新規就農者への支援、青
年就農給付金の制度改正、企業等の法人の参
入等の説明を行いました。

新規就農状況調査を行い、前年度に就農した
新たな農業者数を把握すると共に、関係機関
に情報を提供しました。また、農業高校生を
対象に先進的な生産者を視察する「みどりの
学園」を開催し、就農啓発を行いました。

新規就農者希望者に対し、青年就農給付金(準
備型)の説明会を実施し、申請の受付を行いま
した。また、独立自営就農者の交流会を開催
し、就農者の定着支援、就農者同士の連携強
化を図りました。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45

新規就農者に対する農業協同組合の支援を強
化するため、県の新規就農者に対する取組を
説明し、今後の連携について意見交換を行い
ました。

※かながわグランドデザインでは農林水産業全体の目標を記載していますが、農業振興課では、農業
についての進捗状況を記載しています。
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2　農業経営法人化等支援事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

3　担い手育成資金等利子補給等事業

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

- 2 9 2 7

- 4 9 5 3

4　薬膳料理用農産物実証栽培事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

20

（前年度実績） 21

　県西地域で進められている未病対策を進めるため、今後、薬膳料理を提供する未病いやしの里「食
の駅」（レストラン）などで需要が見込まれる薬膳料理の材料となる農産物について、研究栽培試験
や現地で農家と共同で栽培方法の展示などを行い、地域農業者による生産拡大を図る。

項目 実績・進捗状況

薬膳料理の材料となる農産物の選定や栽
培、販売方法についての検討会の開催

農業技術センターにおける研究栽培試験
の実施

県西地域の生産現場における栽培展示

関係者の打合せを行い、栽培品目を検討し、
農業技術センターにおける試験栽培(6品目)、
県西地域における実証栽培(1品目)を開始しま
した。

農業技術センターで試験栽培(6品目)、県西地
域(1品目)で実証栽培を実施中。販売方法及び
次年度に向けた栽培品目の検討を行いまし
た。

農業技術センターで試験栽培(6品目)、県西地
域(1品目)で実証栽培を実施。秋植え試験栽培
(4品目)、実証栽培(2品目)を開始しました。

薬膳料理の理解、農産物の利用を図るため、
研修会を２回開催しました。（「薬膳～日本
漢方薬膳の考え方と食材について」「未病と
薬膳　食薬のある農産物を使った薬膳につい
て」）
次年度の栽培品目について検討しました。

  農業経営の法人化を支援するため、県と関係機関で支援体制をつくり、委託によりセミナー開催や
専門家の派遣等を実施します。

項目 実績・進捗状況

農業経営の法人化に向けた相談件数、専
門家の派遣件数、セミナーの開催回数等

法人の設立数

農業経営における法人化支援事業を行うにあ
たり、要綱および事務取扱要領等の整備、推
進会議開催等の準備を行いました。

県、農業者団体、専門家、金融機関等で推進
体制を整備し、法人化による農業経営の発展
を支援するための推進会議を開催しました。
また、9月に法人化の相談窓口を神奈川県農業
会議に開設し、1件の相談に対応しました。

意欲ある農業経営者が、法人化により更なる
経営発展を図れるよう、農業経営の法人化に
ついてメリットや効果を学ぶためのセミナー
を開催しました。また、具体的に農業経営の
法人化を検討している農業者（３件）に対
し、専門家を派遣し、指導助言を行いまし
た。

具体的に農業経営の法人化を検討している農
業者（７件）に対し、専門家を派遣し、指導
助言を行いました。また、県、農業者団体、
専門家、金融機関等で推進会議を開催し、今
年度の実績（設立数０）、課題、次年度の取
組等について、意見交換を行いました。

　　農業経営の安定化や担い手育成のため農業者が利用する資金が、低利で貸付けされるよう資金
　貸付けを行う融資機関に対して利子補給します。

項目 年間目標
実績　　　　　　　　　　(単位：件数)

累計

利子補給承認件数



5　マーケット・イン型の農業産地確立の促進

時期

6 環境保全型農業直接支払交付金事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　環境保全型農業を促進するために、農業者団体等に環境保全型農業直接支払交付金を交付します。

　スーパー、レストラン等のニーズを把握し、そのニーズに対応した生産（マーケット・イン型農
業）を行う産地を確立し、活性化・生産拡大を図るため、コーディネーターによる仕組みの提案や実
証により、取引の実現に向けた支援を行います。

実施計画 実施・進捗状況

第１
四半期

新たな取引に向けた実需者との調整、ニーズに対応した
生産のための技術支援を実施するとともに、ビジネスモ
デルとしてのとりまとめ方針について検討しました。

第２
四半期

実需者との調整や産地の技術支援を継続して実施してい
ます。

交付金を受ける予定について、交付予定面
積・金額について市町村に対して申請状況調
査を行い、その結果を国へ報告しました。

環境保全型農業直接支払交付金の交付状況の点
検のため、新たに第三者委員会を立ち上げ、点
検を行いました。また、交付金額について国と
の調整を行い交付するための準備を行いまし
た。

実需者との調整や産地の技術支援を継続して実施すると
ともに、ビジネスモデルとして取りまとめました。
マーケットインの考え方に基づく新たな販売契約が13件
成立しました。（平成27年度からの累計30件）

第３
四半期

実需者との調整や産地の技術支援を継続して実施すると
ともに、今後のコーディネーターの候補となる流通事業
者等のヒアリングを行いました。

実需者ニーズに対応した産地
の育成

継続的に運用が可能なビジネ
スモデルの提案　等

【かながわグランドデザイン
実施計画プロジェクト№10
農林水産】　本事業は本県の
総合計画である「かながわグ
ランドデザイン」のプロジェ
クトに位置付けられている事
業です。　プロジェクトでは
数値目標の一つとして「消費
者や実需者のニーズに対応し
た新たな販売契約数（累
計）」をあげており、今年度
の目標値は25件（累計）と
なっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45

項目 実績・進捗状況

　県内の環境保全型農業を促進し、環境
保全型農業直接支払交付金の交付を受け
られる農業者団体の取組面積の拡大を目
指します。

　今年度は40ha以上の面積で交付金を交
付し、取組が促進されることを目標とし
ます。

交付対象となる取組の実施面積(約45ha)に基
づき、市町村からの交付申請を受け、交付決
定を行いました。

取り組みを行った農業者団体への交付金の交
付を行いました。交付対象となる取組面積は
約44haで、目標を達成しました。

第４
四半期

※カバークロップ

とは？

レンゲ（写真）な

どのマメ科やイネ科

等の作物を栽培し、

そのまま畑の土に鋤

きこむことにより、

次に作る野菜等の有

機肥料（緑肥）とし

て利用し、化学肥料

の削減を図るために

栽培される作物。

[「カバークロップ※」を利用した環境保全型農業の畑]

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45


7　スマート農業推進事業

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

8　農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録等及び指導監督

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

「環境制御技術普及」、「経営・販売モデル
作成」の各作業部会を開催し、本年度の方針
を決定しました。

項目

生産者向け普及啓発資料の作成方針推等を検
討するため、第1回の研究会を開催しました
（８月31日）。
各作業部会では、現地ほ場の調査（環境デー
タ及び生育データ）や、実態調査（アンケー
ト方式）、モニタリング機器の導入に向けた
普及啓発資料の検討を実施しました（随
時）。

各作業部会での上記調査活動を継続するとと
もに、経営・販売モデル作成の参考とするた
め、実需者の要望を把握流通事業者(２回)や
実需者（１回）へのヒアリング調査を実施し
ました。

第２回の研究会を開催し、作業部会での検討
状況の確認や、今後の推進方針の検討を行い
ました。
生産者を対象とした、モニタリング機器導入
に向けた普及啓発の資料を作成しました。
生産者や関係機関を参集し、施設栽培におけ
る環境モニタリングをテーマとして意見交換
を行いました。

　農産物の公正かつ円滑な取引等のため、本年度、国から権限委譲された農産物検査を行う区域が神
奈川県のみである地域登録検査機関に関する登録等及び指導監督の事務を実施しています。

地域登録検査機関６機関について、５年間の
登録有効期間が到来したことによる登録更新
等、地域登録検査機関の登録等に関する業務
を行いました。

地域登録検査機関に対する指導監督事務とし
て、農産物検査場所への立入調査（２件）を
行うとともに、地域登録検査機関の登録等に
関する業務を行いました。

地域登録検査機関に対する指導監督事務とし
て、事務所への立入調査（２件）を行うとと
もに、地域登録検査機関の登録等に関する業
務を行いました。

左記事務を円滑に遂行できるよう、事務執行
体制を構築するとともに、地域登録検査機関
が実施した農産物検査結果報告の取りまとめ
や地域登録検査機関から提出された届出の受
理等、地域登録検査機関の登録等に関する業
務を行いました。

実績・進捗状況

地域登録検査機関に関する登録等及び指
導監督の事務

実績・進捗状況

研究成果や現地実証を踏まえた調査研
究、検討するための作業部会の実施

スマート農業の課題整理や対応策を検討
する研究会の開催

研究会の成果などを報告する意見交換会
の開催

項目

　限られた施設面積でも自立的な経営ができる、都市型スマート農業の実現を目指して、「本県のス
マート農業のあり方」について検討し、都市農業における施設園芸の将来像の確立と、速やかな具現
化への方策を検討する研究会を開催します。



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） 045-210-4422

所属長評価

　マーケット・イン型の農業産地確立の促進及びスマート農業推進事
業については、ともに２年目を迎え、事業の方向性の再確認を行うな
ど、計画どおり事業が進められるよう関係者との打合せの充実を図り
ました。
　また、新規事業については、農業経営法人化支援事業で、支援体制
の整備及び業務委託の手続きが若干遅れているが、薬膳料理用農産物
実証栽培事業では、農業技術センターでの試験栽培、県西地域での実
証栽培を行なうなど具体的な取組が始まりました。さらに、今年度、
国から移管された農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録及び
監督については、手続きのマニュアル化など業務体制の整備を行うな
ど円滑な移行に向けて取り組みました。
　就農・企業参入支援を始め、その他の業務についても、担当者会
議、業務打合せを行う等、事業推進に向け計画どおりに取り組みまし
た。

　新規事業については、農業経営法人化等支援事業で、法人化支援体
制が整備され、委託により相談窓口が開設されました。また、薬膳料
理用農産物実証栽培事業では、試験栽培や販売方法などに関する検討
が行なわれていますが、いかに実際の販売や飲食店等での活用に結び
つけるかが今後の課題となっています。
　就農・企業参入支援の充実・強化では、前年度に就農した農業者を
把握するとともに、次年度以降の就農促進に向けて、農業高校生に対
する啓発事業などに取り組んでいます。
　スマート農業推進事業では、モニタリング機器の導入に向けた普及
啓発資料の検討を行うなど具体的な取組を進めています。
　マーケット・イン型の農業産地確立の促進を始め、その他の業務に
ついても、委託業者との打合せや交付金に係る手続を行うなど事業の
推進に向けて計画どおりに取り組むことができました。

　新規事業の農業経営法人化等支援事業では、法人化を検討している
農業者に専門家を派遣し、個別の指導、助言により法人化に向けた支
援を行いましたが、平成28年度に法人の設立には至らなかったことか
ら、今後も継続した支援が必要です。薬膳料理用農産物実証栽培事業
では、薬膳料理や農産物の利用を図るための研修会を開催するととも
に、生産拡大に向けて農業者など関係者により平成29年度に栽培する
作物について検討しました。
　スマート農業推進事業では、各作業部会の検討状況の確認や今後の
スマート農業の推進方針を研究会で検討するとともに、生産者向けの
モニタリング機器導入の普及啓発資料を作成し、環境モニタリングを
テーマとした生産者等による意見交換会を開催してスマート農業を推
進しました。
　また、マーケット・イン型の農業産地確立の促進では、実需者との
産地の調整や技術支援に取組み、継続的に運用が可能なビジネスモデ
ルとして成果を取りまとめました。

　新規事業については、農業経営法人化等支援事業で、法人化を検討
する農業者に対して、専門家派遣を行うなど法人化に向けた具体的な
支援を行いました。また、薬膳料理用農産物実証栽培事業では、現地
の展示圃場において、夏作に続いて秋からは新たな品目の栽培が始
まっており、今後、活用や販路の確保などについて検討する予定で
す。
　その他では、新規就農者確保のための取組として、今年度新たに、
独立自営就農者の交流会を計画し、新規就農者の定着促進、連携強化
を図るなど新しい取組みが始まりました。
　また、環境保全型農業直接支払交付金については、目標としていた
40haを上回る約45haについて、交付決定を行うなど取組を進めること
ができました。
　マーケット・イン型の農業産地確立の促進を始め、その他の業務に
ついても、概ね計画どおりに取り組んでおり、今後、成果を取りまと
める予定です。

　平成28年度の業務については、適正に予算を執行するとともに、国
や出先機関等と連絡、調整しながら事業を実施したことから、概ね所
期の目的を達成できました。
　今後は、今年度の実績を踏まえ、都市型スマート農業や農業経営体
の法人化の推進、マーケット・イン型農業のビジネスモデルの普及な
どに取組む必要があります。


