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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　農業改良普及事業実施状況

　①　普及指導活動

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

430 97 96 120 74 0 387

3,500 1,016 746 911 768 0 3,441

　②　新規就農者及び青年農業者等の育成支援

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

240 69 93 63 61 0 286

330 84 93 76 71 0 324

年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　(単位：回・人)

個別指導・集合研修の実施回数

個別指導・集合研修の受講者数

項目

業務運営進行表
（平成25年４月１日～平成26年3月31日）

　当所では、県民の皆様へ安全で安心な県産農産物を安定的に供給し、産業として自立した北相地域の農業を実
現するため、茶および北相地域特産品の果樹・野菜類の低コストで環境に優しい生産技術の開発などの研究を実
施しています。また、地域の生産者に、研究成果等を活用した技術の普及を行うとともに、新規参入者を含む新
規就農者などの農業の担い手育成、直売所の経営改善支援などの地域農業活性化のための支援に取り組んでいま
す。

所　属
室・課（出先は所属）名

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

　農業経営の安定・向上や地域農業の振興を支援するため、普及指導員が農業者に対して農業技術の指導を行う
ほか、経営の相談に応じたり、農業に関する情報の提供等を行う。

農業技術ｾﾝﾀｰ北相地区事務所

所属のホームページ

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　(単位：回・人)

講習会・巡回指導の実施回数

　次世代のかながわ農業の担い手を育成するため、新規就農者に対し栽培技術や農業経営に関するセミナーを開
催する。また、経営発展段階にある青年農業者等に対し生産・販売方式の改善による経営ビジョンの作成支援を
行う。

講習会・巡回指導の受講者数

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

年間計画額

114 196 196

1,450 1,001 156 68 5 1,230

0

1,564 1,197 156 68 5 0 1,426

項目 (再)配当額

事業費 10,559 1,399 2,582 2,045 3,036 31 9,094

維持管理費 2,999 687 822 606 711 174 2,999

計 13,558 2,086 3,404 2,651 3,748 205 12,093

22,080 21,324 21,540 21,603 86,547

1,441 205 1,443 204 3,292

13,885 14,350 28,235

37,406 21,528 37,332 21,808 118,074

5,228 5,228 5,228 5,228 20,910

2,402 2,402 2,402 2,402 9,610

45,036 29,158 44,962 29,438 0 148,594

47,121 32,562 47,613 33,185 205 160,687

△ 45,925 △ 32,407 △ 47,545 △ 33,180 △ 205△ 159,261

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

使用料及び手数料

財産収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)
(注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 13 13 13 13

再任用職員 1 1 1 1
臨時的任用職員

非常勤職員 6 6 6 7

計（人） 20 20 20 21

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1617/


　③　実証展示ほの設置

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　試験研究業務実績（全12課題の中から3課題に関わる実績・進捗状況を記載しています。）

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

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

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

所属長評価

項目

　研究成果や先進技術を現地に適合した技術として導入・普及するため、実証や調査活動を行う。

項目 実績・進捗状況
調査研究展示ほ（２箇所）及び研究成果導入展
示ほ（１箇所）、環境保全型農業普及展示ほ
（１箇所）　計４箇所の内
・「コギク露地栽培の摘芯時期の検討」の調査
研究展示ほについて

調査研究展示ほの設置（9月咲き品種、12月咲き品
種）

生育調査、収穫調査（9月咲き品種）の実施。

生育調査、収穫調査（9月、12月咲き品種）の実
施。

データのとりまとめ、成績書の作成。

樹体ジョイント仕立てを活用した果樹・枝物の
安定生産技術の確立
・ジョイント仕立てによるリンゴ栽培法を確立
するため、品種毎の側枝の管理方法等を検討す
る。

042-685-0203連絡先（電話番号）

栽培管理、収量調査、品質調査。
園芸学会発表、長野県成果伝達会発表、宮城県成
果伝達会発表。

栽培管理、収量調査、品質調査、樹勢調査、単年
度成績書書作成、実績報告書作成。

冬期剪定の実施、5カ年間のデータとりまとめ、
ジョイント栽培マニュアル作成。

実績・進捗状況

・ヤマトイモ、エダマメ、ラッカセイについて、
試験圃場準備および播種を行った。
・オタネニンジン等を生鮮野菜として利用するた
めの栽培試験計画を立案した。

新規参入者および新規就農者等の農業の担い手に対する技術支援および経営
改善支援を計画どおり行った。
秋冬番茶新芽と茶園土壌の放射生セシウム濃度の分析、リンゴおよびヤマト
イモの収穫調査、オタネニンジンの苗定植等を計画どおり行った。

新規参入者および新規就農者等の農業の担い手に対する技術支援および経営
改善支援をほぼ計画どおり行った。
試験研究業務においては、各作目ともこれまでの試験データを整理し、統計
解析等を行い、試験成績書を作成した。

県民の皆様へ安全で安心な県産農産物を安定的に供給し、産業として自立し
た北相地域の農業を実現に向け、普及部門では農業の担い手に対する技術支
援等についてほぼ計画どおり実施するとともに、研究部門では、茶園の放射
性セシウムの動態解明と対策技術の開発、果樹のジョイント栽培、オタネニ
ンジン等の薬用植物の栽培法等の検討について、ほぼ計画どおり取り組むこ
とができた。

新規参入者および新規就農者等の農業の担い手に対する技術支援および経営
改善支援を計画どおり行った。
一番茶期新芽の放射生セシウム濃度の分析、リンゴの生育状況調査、野菜類
の試験開始準備を計画どおり行った。

新規参入者および新規就農者等の農業の担い手に対する技術支援および経営
改善支援を計画どおり行った。
二番茶期新芽の放射生セシウム濃度の分析、リンゴおよびラッカセイの収穫
調査、オタネニンジンの催芽試験を計画どおり行った。

開花状況および新梢生育状況調査。

ラッカセイ収量調査。オタネニンジン催芽試験開
始。

エダマメ収穫調査。ヤマトイモ収穫調査。オタネ
ニンジン苗定植及び播種。

オタネニンジンの越冬および3月期播種試験、各種
作物の試験データ整理および成績書作成

項目

新鮮で安全な農畜産物を安定して供給するため
の技術開発
・北相地域特産品のヤマトイモ、エダマメ、
ラッカセイ等の、品質向上と安定生産のための
技術を開発する
・オタネニンジン等の薬用植物の、生鮮野菜と
しての栽培法を検討する

一番茶期新芽のサンプリングおよび放射性セシウ
ム濃度の測定。

二番茶新芽のサンプリングおよび放射性セシウム
濃度の測定。

実績・進捗状況

茶園における放射性セシウムの動態解明と対策
技術の開発
・足柄茶の安全性を確認するため、原発事故か
ら3年目の茶樹および茶園土壌の放射性セシウ
ム濃度を調査する

項目 実績・進捗状況

土壌の放射性セシウム濃度の測定、データのとり
まとめ、成績書の作成。

秋冬番茶新芽と茶園土壌のサンプリングおよび放
射性セシウム濃度の測定。


