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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　６次産業化を目指す農林畜産業者の取組支援 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計
３件 0 1 0 0 1

地域の農林畜資源の付加価値を高め、農林畜産業者の経営発展に有効な６次産業化をサポートしま
す。

項目
年間目標
（計画）

 相談件数　　　　　　　　　　　(単位：件)

（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
/cnt/f450246/

所属のホームページ

横浜川崎地区農政事務所

室・課（出先機関は所属）名

相談件数

第１号様式

所属進行表

こんにちは。横浜川崎地区農政事務所です。

私たちの事務所では、横浜市、川崎市（国有農地等の管理に関する事務にあっては、

神奈川県全域）における地域農政推進、農林業の振興、農業農村の整備、畜産業の

振興、森林の保全及び国有農地等の法定受託事務に関する事務を行っています。

市街地の中の梨栽培 良好な環境の畜舎 無花粉スギの苗木生産

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 17 17 17 17

上記以外の職員 4 5 3 5

計（人） 21 22 20 22

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 41,282 869 18,855 7,849 12,572 1,137 41,282

維持管理費 7,854 602 2,683 770 3,416 383 7,854

計 49,136 1,471 21,538 8,620 15,988 1,520 49,136

50,690 32,983 51,441 34,167 169,282

52,161 54,521 60,061 50,155 1,520 218,418

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp


２　農業農村理解促進イベントの実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　里地里山の保全と活用の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

４　県民への理解浸透を目指した畜産環境改善の推進

44戸

第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期 累計

20 13 9 0 42

項目 実績・進捗状況
　生産基盤となる農地や農業用施設等の
有する生産機能及び多面的機能の大切さ
の理解促進を図ります。
　本年度参加者人数目標　60名
   第2回目の実施状況（横浜市柴地区)

　今年度も内容を充実し、２回開催すること
にしています。募集は６月30日に締め切りま
したが、106名の方からの応募がありました。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460025/p
1045668.html）

8月6日（土）第１回目を開催。12組29名の方
にご参加いただきました。

10月22日（土）第２回目を開催。９組22名の
方にご参加いただきました。

　28年度イベントのアンケート集計結果等を
ふまえ、29年度イベントに向けて関係協力機
関との調整を開始しました。

項目 実績・進捗状況
　里地里山の多面的機能の発揮と次世代
への継承を図るため、保全が必要な地域
の選定、保全活動を行う団体等の協定締
結や支援、普及啓発活動を行います。
　本年度支援目標団体数　１団体

　里地里山保全等選定地域の川崎市黒川地区
において、県が支援している活動協定を結ん
だ団体と、ボランティア団体が協力し、農林
地の保全及び再生活動を実施しました。

　認定協定活動団体が選定地域内で地権者、
ボランティア団体と協同し、草刈・除草等農
林地の保全及び再生活動を実施しました。

　認定協定活動団体が選定地域内で地権者、
ボランティア団体と協同し、草刈・除草、稲
掛け等農林地の保全及び再生活動を実施しま
した。

　28年度に団体が実施した取組みについて補
助金が有効に活用されていることを確認しま
した。来年度に実施する事業内容について調
整しました。

都市の中にある畜産について、広く県民への理解と信頼を得るとともに、畜産農家の環境改善意識
の向上を図るため、畜産農家が日ごろ取り組んでいる施設周辺の環境美化、衛生害虫対策等に対して
支援します。

項目 巡回指導農家数

 年間目標（計画）

 　　　　実績戸数　　　　　　　　　(単位：戸)

里地里山の保全（川崎市黒川地区)

畜産環境改善の推進

環境に配慮した飼養管理が行われ

ています。

（平成27年度神奈川県畜産環境コン
クール優秀賞)

市街地に隣接した良好な里地里山景観

維持のため、共同作業を実施しています。

10月22日（土）秋晴れの下、「かながわ農
業大発見！～横浜・柴の農業・漁業再発

見2016～」を行いました。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460025/p


５　かながわ農業サポーター事業の推進

認定者数 （単位：名）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

７名 0 0 8 0 8

２名 0 8 0 0 8

６　補助事業等実施状況

①農とみどりの整備事業

3地区

整備地区数 （単位：地区）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

１地区 0 1 0 0 1

１地区 0 1 0 0 1

１地区 0 1 0 0 1

３地区 0 3 0 0 3

７　法令に基づく許認可等事務

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

98 21 36 7 　　－

145 57 94 32 55

7 2 1 5 4

＊医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

法面吹付枠工　1,133㎡

柴（横浜市金沢区）

新羽大熊（横浜市都筑区・港北区）

かんがい用ポンプ交換　1式

新羽大熊（横浜市都筑区・港北区）

農地法に基づく農地転用許可、医薬品医療機器等法＊（旧：薬事法）に基づく動物用医薬品店舗販
売業許可、森林法に基づく林地開発許可等の許認可事務を行っています。
なお、農地転用許可は、11月１日の横浜市への権限移譲により、第４四半期の処理件数はありませ

ん( 川崎市は権限移譲済 )。

　一定の栽培技術を持つ都市住民を、新たな農業の担い手であるかながわ農業サポーターとして育成
します。

項目
年間目標
（計画）

農業サポーター認定者数

農業サポーター参入者数

　国庫補助対象事業とならない地区を対象に土地基盤の整備、農業用施設の防災対策、事故防止対策
及び農地の多面的機能の保全のために必要な整備を行う市町村に対して助成します。

項目 農業生産基盤の整備

年間目標

地区名（所在地）

事業内容

板柵工　30ｍ

238

森林法関係 12

項目
前年度
実　績

 処理件数　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

農地法関係 64

計

地区名
年間目標
（計画）

柴

新羽大熊（かんがい用ポンプ交換）

新羽大熊（板柵工）

医薬品医療機器等
法関係

また、平成27年6月に公布された第5次地方分権一括法による農地法の一部改正により、農林水産大
臣が指定する市町村（指定市町村）が、都道府県に代わり農地転用許可を行うことができるように
なったことに伴い、横浜市へ権限移譲を行います。

年間目標
権限移譲数
１件

　横浜市が６月１日指定市町村として指定、告示されたことに伴い、
11月１日に県から市へ権限移譲実施することに向け、スケジュール等
の確認を行いました。

　11月１日の横浜市への移譲に向けて、移管文書の確認・整理等を行
いました。
  11月１日に横浜市へ権限を移譲しました。
　　－

柴地区の農地防災工事

農地南側の海食崖は風化が進行し崩壊する

恐れがあります。

農地の保全及び崖下の安全確保のため、早急

に防災工事を行う必要があります。



８　国有農地等の適正管理

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

13地域2回 13地域 1
臨時1地域 1

臨時3地域 3
13地域 1
臨時1地域 1

0

６箇所 2 4 4 0

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（９３４）２３７１

所属長評価

　市・農協に対する農業制度資金の説明、畜産関係者への巡回指導、
農業農村理解促進イベント内容の決定、国有農地の夏季定期除草に向
けた準備など各事業とも概ね順調にスタートできました。

　動物用医薬品店舗販売業許可件数は第２四半期で昨年度の実績を超
えました。今後も各店舗が法令遵守するよう徹底していきます。
  第１回目の農業農村理解促進イベントや国有農地の夏季定期除草な
ど各事業は概ね順調に進んでいます。

　農地転用許可権限は、11月1日に横浜市へ滞りなく移譲することが
できました。
　農業農村理解促進イベントは、10月22日に第2回目を実施し、参加
者の方々から第1・2回を通して好評をいただきました。

　農業農村理解促進イベントや里地里山の保全活用事業などの事業に
ついては、今年度の成果をもとに来年度の実施に向けた調整を進めま
した。
　動物用医薬品販売業店舗許可等の許認可事務が増加する中で、指導
監督に取り組みました。

　各職員が高い意欲と情熱をもって取り組んだ結果、農業農村理解促
進イベントの実施、農とみどりの整備事業、動物用医薬品販売業店舗
許可等の許認可事務、国有農地の適正管理など、予定されていた業務
は概ね順調に遂行することができました。

10測量・登記委託

農地法に基づき農林水産省から法定受託している国有農地等（県内約700筆）の適正管理に努めま
す。
　国が行う売払い・所管換等の処分のため、その前提となる測量・登記事務委託を発注します。

項目
年間目標
（計画）

 発注実績　　　　　　　　　(単位：回、箇所)

累計

除草委託
13地域 2

臨時4地域 5


