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第１号様式

所属進行表

農業技術センター所長の北です。

農業技術センターでは、県民の皆様に新鮮で安全・安心な県産農

産物を安定して供給できる、都市と共存した「かながわ農業」を実

現するため、かながわらしい新品種の育成や低コストで環境にもや

さしい生産技術の開発などの試験研究に取り組んでいます。

また、農業者にこれらの新品種や新技術等を積極的に普及すると

ともに、次世代の担い手育成や地域農業の活性化に向けた支援等も

行っています。

このほか、農作物に被害を与える病害虫の発生状況等に関する情

報提供や農薬・肥料に関する立入検査など、農業生産に関係する幅

広い業務に取り組んでいます。

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

139 50 81 14 56 202

30,970 15 14,641 5,501 19,037 39,196
収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

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）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。

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

139 50 81 14 56 202

30,970 15 14,641 5,501 19,037 39,196

13,832 1,738 2,370 1,116 1,182 1,000 7,406

44,941 1,803 17,093 6,631 20,276 1,000 46,803

項目 (再)配当額

事業費 139,865 10,806 27,498 34,245 47,026 18,439 138,014

維持管理費 95,749 13,149 15,833 16,485 33,590 15,259 94,315

計 235,614 23,955 43,330 50,730 80,616 33,697 232,329

345,308 234,789 355,969 245,891 1,181,957

369,262 278,120 406,700 326,507 33,697 1,414,286

△ 367,459 △ 261,027 △ 400,068 △ 306,231 △ 32,697 △ 1,367,483

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

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）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 108 111 111 110

上記以外の職員 50 56 53 57

計（人） 158 167 164 167

配置職員数



Ⅳ　業務実施状況

１ 試験研究業務実績（全４７課題の中から６課題に関わる実績・進捗状況を記載しています。） 

（１）新規性・独自性に着目したかながわの特産品の開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

(注1)カロテン類：ビタミンAのもとになる。また、様々な機能性が注目されている。

（２）新鮮で安全な農産物を安定して提供するための技術開発

第１・四半期

・トマト「湘南ポモロン」
　 新系統の選抜・育成、品質評価と加工適性
　の解明
・ダイコン「湘白」
　 安定生産のための栽培法の検討
・スイートピー「スプラッシュシリーズ」
　 現地適応性試験

項目

項目

・ナシ及びカキの超早期成園化試験の実施

湘南ポモロンについて、選抜した有望系統の種子を播種
し、選抜を進めています。また、10月～12月に収穫され
た果実の成分分析を実施しています。ダイコン「湘白」
は播種期と施肥量に関する栽培試験を実施中です。ス
イートピー「スプラッシュレッド」については１月から
の開花に向けて、栽培管理を行いました。

湘南ポモロンの夏秋どり栽培で、有望系統の選抜を進め
ています。また、９月に収穫した果実(露地栽培)の成分
分析を実施しています。
ダイコン「湘白」およびスイートピー「スプラッシュ
レッド」の栽培試験を開始しました。

湘南ポモロンについて、春どり(ガラス温室栽培)及び夏
秋どり(パイプハウス栽培)で有望系統を選抜を進めてい
ます。また、４～６月に収穫した果実の成分分析を実施
しています。

実績・進捗状況

ナシの受粉と幼果の間引き、カキの枝を誘引する支柱を
設置しました。

実績・進捗状況

湘南ポモロンは、有望な新系統を選抜しました。また、
収穫時期別に湘南ポモロンの分析調査を行い、カロテン
類(注1)含量や色調などの品質変動について明らかにしま
した。
ダイコン「湘白」では、9月上・中旬まき年内どりの作型
に適応することや、適正な窒素施用量を明らかにしまし
た。
スイートピー「スプラッシュレッド」の開花本数・品質
の調査を行いました。

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（３）化学合成農薬のみに頼らない病害虫防除技術の開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（注1）土壌還元消毒：土壌に生息している微生物の活性を利用して、土壌中の病害虫を減らす新しい技術です。

（注2）生物農薬：生きた生物を利用するもの。ここでは微小害虫の天敵（カブリダニ類）を用いています。

・ナシ及びカキの超早期成園化試験の実施

項目

ナシの収穫を７月～８月に行い、収量および果実品質を
調査しました。カキの幼果の間引きを行いました。

カキの収穫を10～11月に行い、収量および果実品質を調
査しました。

データを集計し、超早期成園化技術として、垣根型ジョ
イント栽培法を開発しました。

・キュウリの主要病害虫に対する総合防除技術
の開発

生物農薬(天敵)への影響を考慮した病害虫防除試験を実
施し、定期的に病害虫の発生状況を調査しました。

９月初旬にキュウリを定植した後、生物農薬の施用を行
い定期的に病害虫の発生状況を調査しています。(注2)

低濃度エタノールを用いた土壌還元消毒試験ほ場での準
備作業を実施しました。(注1)

試験結果をまとめ、防虫ネットや生物農薬による防除を
主体とした総合防除体系のモデルを確立しました。

設置しました。

実績・進捗状況



（４）環境にやさしい土壌管理技術の開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

キュウリの収量と土壌中のリン酸量との関係を検討した
結果、リン酸が一定量以上ある圃場では、与えるリン酸
量を減らしても収量に影響しないことを明らかにしまし
た。

３月～６月収穫の施設キュウリ栽培におけるリン酸肥料
の影響について確認できました。引き続き９～11月収穫
の施設キュウリ栽培で、与えるリン酸の量を変えた比較
試験を実施しました。

キュウリ(３月～６月収穫)について、リン酸吸収量や土
壌中のリン酸含量等を分析しています。

・野菜のリン酸減肥基準の策定
３～６月収穫の施設キュウリ栽培で、与えるリン酸の量
を変えた比較試験を実施しました。

スプラッシュレッド湘 白

湘南ポモロン

(ゴールド、レッド）



２　農業改良普及事業実施状況

（１）普及指導活動

　(単位：回・人)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

3,000 807 699 747 649 2,902

798 739 703 693 2,933

32,500 8,616 7,762 7,478 8,422 32,278

7,783 8,596 6,709 8,148 31,236

（２）意欲ある若手農業者の育成・確保

　(単位：回・人)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

870 258 281 262 230 1,031

194 284 262 184 924

1,330 358 370 283 315 1,326

316 369 271 235 1,191

(前年度実績)

講習会・巡回指導の受講者数

　　　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や経営相
　　談に応じたり、農業に関する情報の提供等を行います。

項目
年間目標
（計画）

　　　実 績

項目
年間目標
（計画）

　　　実 績

個別指導・集合研修の実施回数

(前年度実績)

講習会・巡回指導の実施回数

個別指導・集合研修の受講者数

(前年度実績)

(前年度実績)

　　　次世代のかながわ農業を担う、意欲ある若手農業者を育成・確保するため、新規就農後、概ね１～５年以内の
　　農業者を対象に農業セミナーを実施します。

20,000

25,000

30,000

35,000
講習会・巡回指導の受講者数の推移

年間目標

（３）６次産業化に向けた取組みの支援

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期
同上。サツマイモの規格外品利用によるピューレ作製
や、津久井在来大豆の味噌加工を支援しました。

同上。県育成の漬け菜（さがみグリーン）を使ったおに
ぎりやニンニクの醤油漬け等が商品化されました。地場
産小麦を使ったパスタが商品化されました。

・当所育成品種や地域の農業振興に向け県内各
地で栽培に取り組んでいる野菜や麦などを利用
した商品づくり支援

事例研修会、農産加工技術向上のための講習会を開催し
ました。

同上。地場産の小麦や米粉を使ったパンなどが商品化さ
れました。

　　　地場農産物を利用して、消費者等のニーズに応じた新商品の開発、販路の開拓等に取り組む生産者を支援し
　　ます。

項目 実績・進捗状況

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

26年度 25年度

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（
人
）

26年度累計 25年度累計



（４）安全な農産物の生産・販売支援

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（５）実証展示ほの設置

(注）ＧＡＰ(農業生産工程管理)：農業生産活動における一連の工程について、関係法令等で定められている点検項目に
　　　　　　　　　　　　　　　 沿った正確な実施、記録、点検及び評価を行う管理手法

　　 ＨＡＣＣＰ(危害分析･重要管理点)：原材料の受け入れから最終製品までの各工程毎にあらかじめ危害を予測し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 危害防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記録する管理手法

　　　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、農家ほ場において実証試験や調査活動
　　を行う。

　　　農業生産や農産加工において工程管理を重視した手法の導入により、事故・リスク回避を支援します。

項目 実績・進捗状況

・生産段階におけるＧＡＰ導入支援
・農産加工段階でのＨＡＣＣＰ手法を取り入れ
た衛生管理支援

農産加工セミナーを開催し、衛生管理の講習を実施しま
した。

農産加工セミナーでの衛生管理講習に加え、総菜製造な
ど部門別の衛生管理講習も実施しました。

農産加工セミナーでの衛生管理講習に加え、ブドウと花
きの生産者に対しＧＡＰ導入に向けた支援を行いまし
た。

農産加工セミナーでの個別の衛生管理巡回に加え、ナシ
の生産者に対しＧＡＰ導入に向けた研修会を開催しまし
た。

項目 実績・進捗状況

衛生管理講習会の開催

（厚木市内）

衛生管理講習会の開催

（厚木市内）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

・トマト、ネギ、ダイコン、ナシの県育成品種
の現地展示（７箇所）
・ハクビシン等の有害鳥獣進入防止技術の普及
展示（２箇所）

全９箇所中７箇所の設置を完了しました。
トマト「湘南ポモロン」の生育調査及び現地技術検討会
を実施しました。

９箇所全ての設置を完了しました。
トマト「湘南ポモロン」等の生育調査を継続する他、有
害鳥獣対策として実施した簡易電気柵の設置効果を調査
しました。

９箇所中６箇所での実証や調査活動を完了しました。簡
易電気柵設置効果の調査結果について地元報告会を行い
ました。

９箇所全ての実証や調査活動を完了しました。県育成品
種の生育・収量などの調査結果について地元報告会を行
いました。

湘南ポモロン露地栽培の

生育調査（川崎市内）

簡易電気柵の設置状況

（秦野市内）

湘南ポモロン露地栽培の

生育調査（川崎市内）

簡易電気柵の設置状況

（秦野市内）



３　病害虫予察事業実施状況

　(単位：回)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

病害虫情報等の発行 11 5 4 5 4 18

11 8 3 3 2 16

４　農薬取締法及び肥料取締法に基づく立入検査等の実施状況

　(単位：回)

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

260 62 100 22 77 261

250 81 97 27 45 250

14 0 8 6 0 14

17 0 7 10 0 17(前年度実績)

　　農作物の生産安定のため、県内の病害虫発生状況調査（平均150地点/月）に基づいた発生予察を行い、その結果を
　 ホームページ等で公表します。

項目
年間目標
（計画）

　　　実 績

(前年度実績)

　　農薬の安全で適正な管理と使用指導を行うため、農薬販売店及び農薬使用者への立入検査等を行います。
　　また、肥料の安全性、品質保全と公正な取引を確保するため、肥料生産業者への立入検査等を行います。

項目
年間目標
（計画）

　　　実 績

農薬取締法に基づく立入検査

(前年度実績)

肥料取締法に基づく立入検査

茶園の病害虫調査

茶園の病害虫調査 本年新たに発生が確認されたインパチェンスべと病

17 0 7 10 0 17

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

　試験研究業務では、県育成品種「湘南ポモロン」の新しい系統の選抜や品質調
査、施設キュウリでの環境にやさしい土壌管理技術等に関する試験など計画どおり
進めています。
　農業改良普及事業では、農業者に対する講習会や巡回指導の他、意欲ある若手農
業者に対するセミナーを開講し、栽培技術や経営管理に関する研修を計画的に実施
しています。また、６次産業化に取り組む女性農業者に対する加工研修会など計画
どおり実施しています。
 農薬販売店に対する立入り検査件数は、昨年度同期に比べ少なくなっていますが、
四半期ごとの計画的実施により目標達成をめざします。
　来期以降も計画的推進ができるよう、準備を進めています。

　試験研究業務では、ナシの早期成園化試験での果実の収量・品質調査や天敵を利
用した病害虫防除の試験など計画どおり進めています。
　農業改良普及事業では、業務の重点化を進めた結果、講習会・巡回指導の実施回
数、受講者数はやや減少しましたが、農業セミナーの実施や現地展示ほの設置によ
る生産者への技術指導は計画的に推進しています。また生産者と加工業者との提携
を支援し、新たに地粉パンなどが商品化されました。
 農薬販売店等に対する立入りは、昨年同期並みの件数を実施しました。
　来期以降も計画的推進ができるよう、準備を進めています。

　試験研究業務では、「湘南ポモロン」の新系統の育成や県育成のダイコン新品種
「湘白」の収量・品質調査、カキの早期成園化試験での果実の収量・品質調査など
計画どおり進めています。
　農業改良普及事業では、６次産業化に向けた取組みで地場産品を使った加工品が
商品化され、さらに実証展示ほも９箇所中６箇所の調査活動を完了させるなど計画
的に実施しています。
  病害虫情報等の発行では、定例情報に加え、特殊報と注意報を各１回発行しまし
た。
  農薬販売店等に対する立入りは、昨年同期に比べやや少なくなりましたが、年間
計画達成に向けて準備を進めています。

(前年度実績)

所属長評価



第４四半期

総合評価

連絡先（電話番号）

　　試験研究業務では、「湘南ポモロン」の新系統の選抜や収穫時期別の品質評
価、ダイコン「湘白」の安定生産技術の確立、ナシ・カキの超早期成園化技術とし
て垣根型ジョイント栽培法の開発、環境にやさしいキュウリの総合防除体系モデル
や減肥技術の確立など計画どおり実施しました。
　農業改良普及事業では、講習会・巡回指導や農業セミナーを計画どおり実施しま
した。
　さらに６次産業化や安全な農産物の生産・販売に対する支援、実証展示ほの調査
も計画どおり実施しました。
 病害虫情報等の発行は、定例情報に加え、注意報と特殊報を各1回発行しました。
農薬取締法及び肥料取締法に基づく立入検査等は年間計画どおり実施しました。

　今年度、試験研究業務では、「湘南ポモロン」の新系統の選抜やダイコン「湘
白」の安定生産技術の開発、ナシ・カキの超早期成園化技術である垣根型ジョイン
ト栽培法の開発など、目標を達成することができました。
　また、農業改良普及事業では、６次産業化や安全な農産物の生産・販売に対する
支援、県育成品種等の実証展示ほの設置・調査について、計画どおり目標を達成し
たほか、講習会・巡回指導及び農業セミナーの受講者数についても、当初の目標を
ほぼ達成できました（目標達成率99.3％及び99.7％）。
　さらに、病害虫情報等の発行や農薬取締法等に基づく立ち入り検査でも、当初の
目標を達成することができました。

0463-58-0333


