
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）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）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３）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26年４月１日～平成27年3月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0510/

所属のホームページ

畜産課

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

畜産課長の石田です。

畜産課では、県内の酪農(乳牛)・肉牛・養豚・養鶏・養蜂などの畜産業の振興のために、主に以下

のような仕事をしています。

①家畜の改良や増殖、畜産物の加工・販売の振興のための取組

②家畜の排せつ物などによる悪臭や水質汚濁など、畜産環境問題の解決のための取組

③高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生の予防や拡大防止のための取組

④安全で安心な畜産物を生産するための取組

また、こうした仕事を進めるための機関として、畜産技術センター、家畜保健衛生所(県央・湘南)、

大野山乳牛育成牧場を所管しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

612 573 33 33 639

257,108 1,287 1,287 70,254 5,127 77,955

23,508 2,751 2,112 9,730 48 8,461 23,102

281,228 3,324 3,432 11,017 70,335 13,588 101,696

項目 (再)配当額

事業費 445,727 6,415 170,842 11,902 11,468 13,081 213,707

維持管理費 0

計 445,727 6,415 170,842 11,902 11,468 13,081 213,707

73,202 49,389 73,173 49,025 244,788

79,616 220,231 85,075 60,493 13,081 458,495

△ 76,292 △ 216,799 △ 74,058 9,842 507 △ 356,799

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

国庫支出金

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　「畜産物の出口戦略」の推進（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

項目 実績・進捗状況

・5/15に「かながわ畜産ブランド推進協議会」を設
　立しました。
・6/ 1に、県庁舎において「かながわ畜産フード
　コレクション2014」を開催し、県内産の様々な畜
　産物のＰＲのための試食や販売を行ったところ、
　約２万人の方が来場しました。
・また、その際「かながわ生まれ、かながわ育ち」
　の和牛である「生粋かながわ牛」の試食やロゴ
　マークのアンケートなどＰＲ活動を行いました。

・9/4に畜種別専門委員会として「かながわ銘柄豚
　肉推進協議会」を設立しました。
・9/12に「かながわ畜産・売れる絆づくり塾」基礎
　コース１回目を開催することができました。
・8/8にかながわ産牛肉販売促進協議会により「生
　粋かながわ牛」のロゴマークが決定されました。

・10月から、「かながわ畜産・売れる絆づくり塾」
　実践コースで、マーケティング手法を用いた販路
　拡大等を目的とした取組を開始しました。
・｢生粋かながわ牛｣について、10/3に食肉事業者向
　け試食会を開催、10/11～12の２日間｢ちくさん
　フードフェア2014｣において、来場者に向けて試
　食、試験販売、ＰＲを行いました。
・11/27には横浜中華街の｢美食節・オール
　スターコラボレーションディナー｣において｢生粋
　かながわ牛｣の　販売開始イベントを開催しまし
  た。
・12/5に開催された｢神奈川県肉牛枝肉共励会｣で３
　頭の牛が｢生粋かながわ牛｣として初めて出品、セ
　リに上場されました。

畜産物の流通・販売・消費の面からアプローチする「畜産物
の出口戦略」を推進し、県内の畜産物のブランド力の強化・
向上を図るために、生産者団体等と県で構成する「かながわ
畜産ブランド推進協議会」を設立します。
また、同協議会を実施主体として、県内の畜産物の認知度を
高めるためのイベントや、流通関係者との現地商談会などを
実施するとともに、総合的な販売戦略だけでなく、牛・豚・
鶏など畜種ごとの販売戦略の検討も行います。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 23 24 24 24

上記以外の職員 1 2 1

計（人） 23 25 26 25

配置職員数



第４・四半期

２　家畜伝染病の危機管理対策の強化（数字で表せるもの）

　　家畜伝染病の発生に備え、防疫資材(容器・薬剤)の調達など、防疫体制の強化に向けた民間事業者との協力体制を充実します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3 3 0 0 2

(5) (3) (3) 0 0

３　県民の理解・信頼を目指した畜産環境改善の推進（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

・2/4畜産関係事業者が百貨店のバイヤーや飲食店等
　とともに「売れるモノづくり」を目指し、ストーリ
　ー性のある商品を作り出すことに繋げることを目的
　に「かながわ畜産・売れる絆づくり笑（商）談会
　2014」を開催しました。
・１月、「生粋かながわ牛」ロゴについて、特許庁か
　ら商標登録を受けました。
・3/2～3/6には横浜ベイホテル東急で「生粋かながわ
　牛」を用いたハンバーガー「かながわ丸ごとランチ
　」を販売し、ＰＲを行いました。
・「生粋かながわ牛」を取り扱う精肉店、飲食店（フ
　レンチレストラン、ホテル）を６社認定し、販路の
　拡大を行いました。

項目
年間目標
（件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

新たな協力先数 5

（前年度実績） (6)

項目 実績・進捗状況

畜産農家の環境改善意識を高めるともに、広く県民の方に畜
産業を理解・信頼していただくことを目指して、畜産農家が
行う施設周辺の環境美化や衛生対策等の取組を総合的に審査
し、優れた取組を表彰する「神奈川県畜産環境コンクール」
を開催します。（参加戸数目標130戸）

・コンクールの実施主体となる神奈川県畜産経営環
　境保全協議会を開催し、県内の畜産農家に参加を
　呼びかけました。
・また、参加農家に対しては、順次、地域審査を開
　始しています。

・地域審査が８割程度終了

・11/4に各地域県政総合センター等から地域審査の
　結果より推薦された22戸について、県審査会を開
　催して順位を決定しました。
・11/25に表彰式をおこない、併せて優良事例につい
　ても紹介しました。
・優良事例については、県HPでも公開しています。
・参加戸数については計画130戸に対し 実績113戸

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

・参加戸数については計画130戸に対し、実績113戸
　(87％)でありましたが、これは豚の疾病(PED)が全
　国的に流行したため、防疫の観点から養豚農家の
　参加戸数が減少した影響によります。

－

所属長評価

・課の業務全体としては、概ね当初の計画通り進行しています。
・特に、今年度から本格的な取組をスタートする「畜産物の出口戦略」では、
　年度当初に「かながわ畜産ブランド推進協議会」を設立し、県と畜産関係団
　体が一体となって取り組む体制を整えることができました。具体的な取組の
　１つである「かながわ畜産フードコレクション2014」では、昨年度の約２倍
　の来場者を得て、県産畜産物を効果的にＰＲすることができ、生産者の意欲
　の向上にもつながっています。
・こうした取組に加え、県民に新鮮で安全な牛乳を提供する酪農の経営基盤を
　強化して行くため、生産者や酪農関係者と研究会を設置し、新たな酪農振興
　策のあり方について検討しています。
・さらに、昨年度後半から全国に拡大した家畜伝染病「豚流行性下痢(PED)」
　については、畜産関係者の理解と協力を得ながら発生の予防に努めた結果、
　県内では１件の発生に止まり、被害も最小限に抑えることができました。

・課の業務全体としては、概ね当初の計画通り進行しています。
・また、「畜産物の出口戦略」の推進を図るために本年度より発足した「かなが
　わ畜産ブランド推進協議会」の専門委員会として「かながわ銘柄豚肉推進協議
　会」を設立させることができました。
・さらに、畜産物のブランド化による販売力強化を目的とした「かながわ畜産・
　売れる絆づくり塾（基礎コース）」を意欲のある畜産経営者を対象に初めて開
　催することができました。
・かながわ産牛肉販売促進協議会において「生粋かながわ牛」のロゴマークを決
　定したことにより、神奈川産の和牛ブランドをより広くＰＲすることができる
　ようになりました。

・課の業務全体としては、概ね当初の計画通り進行しています。
・「かながわ畜産・売れる絆づくり塾」を受講した酪農経営者が学んだマーケ
　ティング手法を用いて、販路拡大等を目的とした取組を開始しました。
・食肉事業者向けに「生粋かながわ牛」の試食会を開催するとともに、各種イベ
　ントにおいて一般県民の方々に対しても試食会、試験販売、PR活動を行うこと
　ができました。また、「神奈川県肉牛枝肉共励会」において「生粋かながわ
　牛」として３頭の牛を初めて出品させることができました。
・「神奈川県畜産環境コンクール」の審査が終了し、表彰式を行うことができ

ました。　ました。



第４・四半期

総合評価

年度当初の目標は、全て達成することができました。
まず、畜産物のブランド力の強化については、畜産関係団体との積極的な調整で
「かながわ畜産ブランド推進協議会」を設立し、マーケテイングの実践活動や、昨
年の２倍の集客ができた知名度向上イベント、生産者がプレゼンをする特色ある商
談会などを行い、県内畜産物の認知度向上や販売力強化を図る事ができました。加
えて、養豚では畜種別専門委員会を設立し、銘柄豚肉の販売力強化にかかる取組が
開始されました。
さらに肉用牛では、「かながわ生まれ、かながわ育ち」の和牛「生粋かながわ牛」
のロゴマークの決定及びＰＲ活動を通じて、県内における牛肉の地産地消を一歩推
進させることができました。
また、家畜伝染病の危機管理体制の強化では、家畜防疫資材の調達等の協力体制の
構築として、目標を上回る５事業者との体制構築ができました。
加えて、畜産環境コンクールを開催し、県内畜産農家の約1/4にあたる113戸の参加
を得て環境改善意識向上を図ることができました。

・課の業務全体としては、概ね当初の計画通り達成できました。
・「かながわ畜産・売れる絆づくり笑（商）談会2014」では、レストランシェフ
　による料理試食のほか、生産者のプレゼンテーションという試みを行ったとこ
　ろ、普段は聞けない話が直接聞けるなど購買側の出席者にも好評であり、本商
　談会をきっかけに新たな契約が結ばれるという成果にもつながりました。
・県産である「生粋かながわ牛」のＰＲ活動等の結果、販路の開拓につなげるこ
　とができ、地産地消を一歩推進させることができました。

「かながわ畜産・売れる絆づくり塾（基礎コース）」のようす

所属長評価

○かながわ畜産ブランド推進協議会

「かながわ畜産フードコレクション2014」のようす

「かながわ畜産・売れる絆づくり笑(商)談会2014」：生産者プレゼンテーションと試食をまじえての商談のようす

○平成26年度神奈川県畜産環境コンクール表彰式と優秀賞（知事賞）看板

かながわ畜産 売れる絆づくり塾（基礎コ ス）」のようす

○生粋かながわ牛のロゴマーク

「かながわ畜産フ ドコレクション2014」のようす


