
第1号様式
所属進行表

局名 部名

環境農政局 農政部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（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。

業務運営進行表

（平成25年 4月 1日～平成26年3月31日）

　大野山乳牛育成牧場では、大野山乳牛育成牧場条例ならびに同施行規則に基づき、県内酪農家からの優良乳牛を受託育成するとと
もに、放牧地の造成及び利用管理の方式を示して草地の合理的開発の指針とする。さらに、県民に自然とのふれあいを通して畜産業
に対する理解を深める場を提供するための施設「まきば館」を運営し、交流事業を通じて畜産業に関する知識の普及を行っている。

所　属
室・課（出先は所属）名

大野山乳牛育成牧場

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4110

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

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

項目 (再)配当額

事業費 0

維持管理費 0

計 0 0 0 0 0 0 0

15,774 15,991 15,473 15,315 62,554

566 479 560 385 1,990

8,525 8,893 17,418

24,865 16,470 24,926 15,700 81,961

3,248 3,248 3,188 3,248 12,931

1,478 1,478 1,478 1,478 5,914

29,591 21,196 29,592 20,426 0 100,806

29,591 21,196 29,592 20,426 0 100,806

△ 29,591 △ 21,196 △ 29,592 △ 20,426 0 △ 100,806
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収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)
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給与 (下記手当を除く)

乳牛を預ける生産者が支払う乳牛育成牧場使用料等の収入については、県西地域県政総合セ

ンターで収入事務を行っている。

大野山乳牛育成牧場の維持管理費等の支出については、県西地域県政総合センター及び畜産

課で支出事務を行っている。

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

     16,250人　　 14,022人 13,569人 8,069人  　　 51,910人

1200人　30回  3回　　237人 9回　　346人 7回　　456人 2回　　78人 　　　　 21回　　　1,117人

　　　　 64通　　　　 56通　　　　 69通　　　　 86通 　　　　275通

86回    385人76回    194人63回　  169人75回　  242人　　　  300回        990人

　　　28回 　　　　　7回　　　　　6回　　　　　7回　　　　　5回 　　　　 25回

     12,919人     12,626人     12,360人      9,026人　 　　 46,931人

1200人　30回 293人　　 7回520人　　15回421人　　 9回130人　　 3回　　　　34回 　　　1,364人

         78通         30通         29通         18通         155通

54回　　219人81回　　251人40回　　202人83回　　236人　　　 258回 　　　　908人

　　　28回 　　　　 30回

２　事業実施状況（数字で表せるもの）

 

年間目標
（計画人数） 累計

実績人数、回数等　　　　　　　　　　　　　

１　施設利用状況（　まきば館） 

　　入館者数、交流教室参加者数など

該当項目無し

交流教室参加者数

入館者数

項目

地域行事での利用（回数）

地域行事での利用（回数）

「牛さんへの手紙」投函数

「牛さんへの手紙」投函数

（前年度実績・合計）

入館者数

交流教室参加者数

場内案内者数

場内案内者数

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 8 8 8 8

再任用職員

臨時的任用職員

非常勤職員 10 10 9 8

計（人） 18 18 17 16

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4110


３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１・四半期

 

 

第１・四半期

【受託牛の繁殖管理業務】
・受託牛の人工授精による全頭受胎。

項目 実績・進捗状況

第２・四半期

定期的な体重測定、衛生検査を実施し、疾病の早期発見、予
防に努めた。また、発育状況に応じて、給与飼料メニューを
変更するなど、発育遅延の抑制に取り組んだ。

第３・四半期

【平成24年度受託牛】前年度中に41頭受胎していた。さらに
20頭に28回人工授精を実施し、10頭の受胎を確認。累計51
頭、受胎率79.7%。

【平成25年度受託牛】入牧より第3･四半期末までの１日あた
りの増体重は0.68㎏。

定期的な体重測定、衛生検査を実施し、疾病の早期発見、予
防に努めた。また、発育状況に応じて、給与飼料メニューを
変更するなど、発育遅延の抑制に取り組んだ。

　

第４・四半期

【平成24年度受託牛】入牧から第4・四半期末までの1日あた
りの増体量は0.52㎏。

【平成25年度受託牛】入牧より第4･四半期末までの１日あた
りの増体重は0.73㎏。

【平成25年度受託牛】入牧より第2･四半期末までの１日あた
りの増体重は0.64㎏。

【平成24年度受託牛】入牧から第3・四半期末までの1日あた
りの増体量は0.50㎏。

項目

定期的な体重測定、衛生検査を実施し、疾病の早期発見、予
防に努めた。また、発育状況に応じて、給与飼料メニューを
変更するなど、発育遅延の抑制に取り組んだ。

【平成24年度受託牛】入牧より6月末までの１日あたりの増体
重は0.59㎏。（放牧の開始により、一時的な体重減少がみら
れた。）

【平成24年度受託牛】入牧から第2・四半期末までの1日あた
りの増体量は0.60㎏。

・受胎率向上に向けた、積極的なアプローチ。

【受託牛の育成管理業務】

【平成25年度受託牛】入牧より6月末までの１日あたりの増体
重は0.59㎏。（放牧開始により、一時的な体重減少がみられ
た。）

実績・進捗状況

・県内酪農家からの受託子牛の育成管理。
（発育目標、１日あたり増体重　0.68㎏。）

繁殖に問題がある受託牛に対して、ビタミン剤の投与などを
実施し、受胎に向けて取り組みを進めた。

定期的な体重測定、衛生検査を実施し、疾病の早期発見、予
防の実施、発育停滞牛に対する個別管理を行い、発育遅延を
抑制した。

・発育に応じた、飼料給与管理と疾病対策。

 

 

 

第１・四半期

7頭が下牧。

【平成25年度受胎牛】28頭に人工授精を実施。(人工授精実施
実頭数：45頭、受胎頭数：累計41頭、受胎率：91.1％)

【草地の維持管理】

第4・四半期

【平成24年度受託牛】2頭に人工授精を実施。1頭に受精卵移
植を実施。(受胎頭数：　累計63頭、受胎率：100％)

繁殖に問題がある受託牛に対しては引き続き、ビタミン剤の
投与などを実施し、受胎に向けての取り組みを進めた。

【平成25年度受託牛】当該受託牛についての人工授精は第2四
半期以降となる。

・自給飼料の生産性向上。（収穫量目標　５３トン） 一番草（６月収穫）の収穫量は２０トン。

22頭が下牧。(うち1頭は、生殖器異常のため未受胎)

20頭が下牧。

【平成25年度受胎牛】23頭に人工授精を実施。(受胎頭数：
累計9頭、受胎率：81.8％)

第３・四半期 繁殖に問題がある受託牛に対しては引き続き、ビタミン剤の
投与などを実施し、受胎に向けての取り組みを進めた。

牧柵の補修、土留め等による傾斜地の崩壊防止対策や雑草の
防除を行い、放牧地の維持、受託牛の安全確保に取り組ん
だ。

・放牧地の草勢管理と維持管理。
【放牧地】草勢管理のため、５月に施肥（航空散布）を放牧
地46.6ヘクタールに実施。

【平成25年度受胎牛】2頭に人工授精実施。累計2頭、受胎
率：100.0%。

第２・四半期 繁殖に問題がある受託牛に対しては引き続き、ビタミン剤の
投与などを実施し、受胎に向けての取り組みを進めた。

【平成24年度受託牛】8頭に人工授精を実施。(受胎頭数：
累計59頭、受胎率：89.1％)

　

【採草地】8月に施肥(8.22ha)、選択性の除草剤(ｷﾞｼｷﾞｼ防除)
の除草剤散布(3.05ha)を実施。

【平成24年度受託牛】2頭に人工授精を実施。(受胎頭数：
累計61頭、受胎率：96.8％)

項目 実績・進捗状況

【採草地】牧草収穫量向上のために4月、6月に施肥（7.48ヘ
クタール）、雑草防除のために6月に除草剤散布（7.11ヘク
タール）を実施。

２番草、３番草のサイレージ27.7トンを調製。累計47.7トン
(対目標　90.1%)

　

第２・四半期
栄養収量向上に向け、更新草地にエン麦、イタリアンライグ
ラスを混播(1.8ha)

(対目標　90.1%)



第１・四半期

来場者数等については、1 施設利用状況（まきば館）に示し
たとおり。

草地内16m
２
のエリアに猛獣の糞を設置し、鹿等に対する食害

防止効果を検証するため、エリア内外の牧草収量を比較し
た。その結果、単位面積当たりの収量差は原物重量で4.7%と
ほとんどなく、食害防止効果は認められなかった。

来場者向けの景観作物として、「菜の花」試験栽培の準備作
業開始。(0.97ha)

【放牧地】草勢維持のために、刈り払い作業、雑草の抜根作
業を実施し、放牧環境の維持に努めた。

・畜産交流教室の開催を通じて、畜産への知識・理解
の醸成をはかる。

まきば館入場者のほか、畜産交流教室、「牛さんへの手紙」
の投函、一般来場者への説明回数、ともに順調に推移してい
る。

【放牧地】冬季の育成牛放牧のために、牧区3箇所（約
1.8ha）の刈り払い作業を実施した。

第３・四半期

環境農政総務室と連携して、景観作物（菜の花）の播種
(0.97ha)を実施。発芽後、鹿による食害が見られたため、対
策として電牧柵を設置し、その後の食害を防ぐことが出来て
いる。

来場者数等については、1 施設利用状況（まきば館）に示し
たとおり。

【採草地】更新草地（1.8ha）のエン麦について、播種時期の
遅れ・鹿の食害等により収穫できなかった(累計47.7トン、対
目標　90.1%)。なお、食害対策として海苔養殖網を用い、更
新草地を高さ2mで囲った。

【放牧地】春期に向けた害虫駆除のため、利用頻度の高い放
牧地に隣接する未利用のエリア３箇所（約1.5ha）に対して火
入れを実施した。

項目

シカ等による牧草の食害防止のために、草地内16m
２
のエリア

に猛獣の糞を設置した。今後、エリア内と外の牧草収量を比
較し、食害防止効果を検証する。

第４・四半期

【採草地】更新草地（1.8ha）に設置した、鹿等の侵入防止用
フェンス（高さ2m、海苔養殖網及び竹を利用）について、随
時チェックを行い、侵入による破損に対しては速やかな補修
を心がけ、食害防止に努めた。

環境農政総務室と連携して、景観作物（菜の花）の植栽
(0.68ha)を実施したが、発芽後の鹿による食害、播種時期の
遅れによる生育不良、記録的な降雪等によりほとんど開花に
至らなかった。

実績・進捗状況

・まきば館で「牛さんへの手紙」を募集し、質問など
に対する回答と併せて、畜産関係の資料を送付して理

【ふれあい交流の推進業務】

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

第３・四半期

来場者数等については、1 施設利用状況（まきば館）に示し
たとおり。

県主催の畜産交流教室を５回実施。ウォークラリー(１０
月)、写真撮影会・牧場の獣医師の仕事他体験(１１月)、クリ
スマス・正月飾り作り(１２月)など、季節感を考慮したメ
ニューを加えたイベントを実施した。また、年に一度の開催
の「大野山フェスティバル」にて来場者を対象に、バター作
り体験を実施した。

たとおり。

・まきば館、牛舎への来場者に対して、随時、見学の
受け入れ、案内を実施しホスピタリティの向上をはか
る。

県が主催して参加者を募集した畜産交流教室を５回実施。
バター作り体験、牛の餌やり体験などの通常メニューのほ
か、「牧場のお仕事体験」として、牧草の収穫作業を体験し
てもらうイベントを実施した。

第２・四半期

所属長評価

目標達成に向けて、いろいろな課題、問題点に対し、迅速かつ適切に対応し、おおむね順
調に推移している。しかし、草地おけるシカの食害に対しては、まだ完全な対策がとれて
いないのが現状である。

それぞれの項目に対して、目標達成に向け努力を積み重ねてきた結果が出ている。限られ
た予算で、最大限の成果を、牧草の減収を除いて出せたと評価できる。

ふれあい交流については、交流教室の開催は前年を下回ったが、一方で、まきば館の入館
者数、「牛さんへの手紙」への投函数などは増加している。また、一般来場者の案内者数
も増えており、対県民サービス向上意識が職員に定着している。引き続き､来場者へのホス
ピタリティ向上に努めていきたい。

限られた予算の中で、順調かつ効率的に業務を遂行している。

場員が一致団結して取り組んでおり、おおむね順調に推移している。異常気象(干ばつ)の
影響で、一部の採草地、放牧地の収量が減少した結果、受託牛の発育にも影響が出てい
る。今後、補完できるよう対策を実施中。

第４・四半期

　来場者数等については、1 施設利用状況（まきば館）に示
したとおり。

　県主催の畜産交流教室を２回実施。また、まきば館にて牧
場の四季・牛関連の写真を集めた写真展を行った。

受託牛の育成において、疾病の予防、早期発見に努めるとともに、発育状況に応じた飼養
管理を行い、目標をほぼ達成している。また、繁殖管理業務においても目標を達成出来る
見込みにあり、一部の、繁殖に問題のある受託牛に対しても積極的なアプローチに取り組
んでいる点は評価できる。

草地の維持管理においては、夏期の少雨高温や野生動物による食害などで収量の減少、牧
養力の低下がみられ、獣害防止や肥培管理などにおいて、一層の技術向上が望まれる。

総合評価

に対する回答と併せて、畜産関係の資料を送付して理
解を深めてもらう。

　

　

大野山乳牛育成牧場　　℡0465-75-0423

ピタリティ向上に努めていきたい。

連絡先（電話番号）


