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Ⅰ　業務概要

三浦半島地域で生産されている主な露地野菜

キャベツ ダイコン メロン スイカ

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1615/

所属のホームページ

農業技術センター三浦半島地区事
務所

室・課（出先は所属）名

業務運営進行表

第１号様式

所属進行表

当所では、横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町の３市１町における特産野

菜、特にダイコン、キャベツ、スイカ、メロン、カボチャ等を中心とした露

地野菜の高品質安定生産技術、効率的農地利用技術、環境保全型農業技術を

研究しています。また、同地区の農業者を対象に農業生産技術や農業経営の

改善に関する技術及び知識の普及指導、新規就農者や女性農業者などの多様

な農業の担い手育成・支援を行い、地域農業の活性化のための総合的な支援

に取り組んでいます。

キャベツ ダイコン メロン スイカ

春の七草セット エダマメ トウガン カボチャ

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。

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

769 505 505

1,370 148 281 344 394 1,167

0

2,139 652 281 344 394 0 1,671

項目 (再)配当額

事業費 9,894 1,002 2,159 1,958 3,967 809 9,894

維持管理費 5,077 322 484 689 3,050 531 5,077

計 14,971 1,324 2,643 2,646 7,017 1,340 14,971

48,027 32,845 49,911 35,137 165,921

49,351 35,488 52,558 42,154 1,340 180,892

△ 48,699 △ 35,207 △ 52,214 △ 41,760 △ 1,340 △ 179,220
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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

1,188 244 236 244 250

272 298 211 224

4,104 1,384 753 598 724

1,159 1,069 814 976（前年度実績） 4,018

講習会・巡回指導の実
施回数 974

（前年度実績） 1,005
講習会・巡回指導の受
講者数 3,459

　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っています。

項目 年間目標
（計画人数）

実績回数・人数　　　　　　　　　（単位：回・人）　

累計

3,500

4,000

4,500

26年度

25年度

今年度の目標

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 17 17 17

上記以外の職員 4 4 4 4

計（人） 20 21 21 21

配置職員数

今年度からタブレットを使って

現状をグラフ化したりして、農業

者の方により分り易い普及指導を

行っています。（写真は、みかん

普及指導による延べ受講者数（新規就農者等は除く） 果実の肥大調査と検討）

　②　新規就農者及び青年農業者等の育成支援　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

127 32 39 66 74

26 36 44 28

1,032 404 198 450 297

156 180 174 132

　次世代のかながわ農業の担い手を育成・確保するため、新規就農後、概ね１～５年以内の農業
者を対象に栽培技術や農業経営に関する農業基礎セミナーを開催しています。

項目 年間目標
（計画人数）

実績回数・人数　　　　　　　　　（単位：回・人）　

累計
個別指導・集合研修の
実施回数 211

（前年度実績） 134
個別指導・集合研修の
受講者数 1,349

（前年度実績） 642
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「農業セミナー」は新たに農業を

始められた方を対象に実施して

います。（写真は、スライドを

使って病害虫について講義を

行っているところ）

普及指導による新規就農者等の受講者数

　③　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

実績・進捗状況

生産段階におけるＧＡＰ（注1）導入支援

チェックシートの回収状況を農協に確認しま
した。

回収されたチェックシートで実行状況・内容
について確認し取りまとめを行いました。

農協など関係機関と改善点の洗い出しをする
とともに、対策を話し合い、現地指導のため
のパンフレットを作成しました。

関係機関と個別訪問を行い、現地確認を行う
と共に実施についての指導を行いました。
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　④　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

実証展示ほでは、生育状況や収量などのデータを集めるだけではなく、地元の農協の職員や生産者の

と共に実施についての指導を行いました。

項目 実績・進捗状況

①研究成果導入展示ほ《1ヶ所》
研究課で開発した「三浦半島の温暖な気
候を活かした低コスト型夏秋どりパプリ
カ栽培」技術について実証展示を行いま
す。
②環境保全型農業普及展示ほ《1ヶ所》
マリーゴールド‘エバーグリーン’によ
るネグサレセンチュウ防除技術を導入
し、化学合成農薬を使用しない防除技術
の定着を目指します。
③野菜品種展示ほ《7ヶ所》
11月、12月、1月、2月、3月どり青首ダイ
コンと、年内及び年明け収穫漬け物用ダ
イコンの品種選定をします。
④緑肥ライ麦品種展示ほ《1ヶ所》
緑肥用ライ麦の品種選定のため鋤き込み
可能な収量と雑草抑制効果を調査、展示
します。
⑤地域農産物生産・流通展示ほ《1ヶ所》
ナス‘サラダ紫’の収穫最盛期に水不足
による色むら果など出荷不可能果の発生
を防ぎ、効率的な潅水を行い安定供給を
図るため、点滴潅水システムによる栽培
を実証します。

4ヶ所の展示ほを設置しました。それぞれで、
野菜や緑肥作物が生育しています。

残り7ヶ所であった③の3月どり青首ダイコン
を除き、6ヶ所の展示ほを設置しました。
②では防除効果を確認するため、実際にダイ
コンを植え付けました。
④では鋤き込みを終え、データをまとめて結
果を取りまとめています。

残り1ヶ所であった③の3月どり青首ダイコン
の展示ほを設置し、今年度予定していた全て
の実証展示ほを設置しました。①、②、③の
11月、12月どり青首ダイコン、⑤ではデータ
をまとめて結果のとりまとめを行っていま
す。

全ての展示ほで結果のとりまとめまで終了し
ました。展示ほの結果は普及活動実績で報告
するとともに、地元農家の研究会や農協職員
を対象とした説明会において報告し、三浦半
島内における今後の活用方法の検討を行いま
した。
特に⑤につきましては、マニュアルを作成、
配布して栽培方法の導入を進めています。

ＧＡＰ：食品の安全性向上や農業経営改善等のため、農産生産活動の正確な実施、記録、
        点検、評価を行う改善活動。

実証展示ほでは、生育状況や収量などのデータを集めるだけではなく、地元の農協の職員や生産者の

方と生育状況の検討などを行っています。



左：‘サラダ紫’、右：パプリカ　の展示ほで生育状況を農協職員と生産者に説明しているところ

２　試験研究業務実績 

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

三浦半島の温暖な気候を活かした野菜生
産技術の開発
・ダイコン・キャベツの栽培体系の開
発・流通販売に関する調査
・主要夏作の栽培体系の開発と流通販売
に関する調査

スイカ、メロン、カボチャの品種比較栽培、
データ収集を実施

ダイコン・キャベツの品種比較栽培を開始

ダイコン、キャベツの品種比較において12月
収穫分までデータを収集

緑肥栽培後の土壌分析、ダイコンのは種を実
施

ダイコン収穫物の調査を実施

ダイコン栽培中に採取した土壌の分析を実施

項目 実績・進捗状況

項目 実績・進捗状況

適正施肥による土壌環境悪化防止技術の
確立
・ダイコン畑における新しい緑肥栽培の
体系化

試験区の設定、緑肥の作付けを実施

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

に関する調査 収穫分までデータを収集

ダイコン、キャベツの品種比較において3月収
穫分までデータを収集

　今期は、研究課では、播種、定植等夏作の栽培開始時期に当たり、
試験研究が計画的に行うように努めました。普及指導課では、展示ほ
の設置、農業セミナーの参加者の勧誘等計画的に実施できるよう努力
しました。
　その結果、研究課では、スイカ、メロン、カボチャ等夏作の栽培時
期ですが、気象災害等もなく順調に栽培、試験を実施できています。
普及指導課では、普及指導活動、新規就農者及び青年農業者指導とも
ほぼ計画どおり、実施しています。展示圃等設置については、計画ど
おり設置し、実施中です。

　研究課では、夏作も終わり、秋冬作のダイコン、キャベツの播種、
定植の時期となりますが、おおむね順調に作業ができました。
　普及指導課では、普及指導活動、新規就農者及び青年農業者等の育
成支援活動、安全な農産物の生産・販売支援活動とも、おおむね計画
どおり、実施しています。また、展示圃等では、データの取りまと
め、ダイコン等の展示圃の設置がほぼ終わりました。
　両課の業務ともおおむね計画どおり実施中です。

項目 実績・進捗状況

気象変動に対応した農作物の生育シミュ
レーション技術の開発
・温暖化に対応した春キャベツの生育モ
デル・シミュレーション技術の開発

キャベツ育苗圃場の整地・土壌消毒を実施

キャベツの育苗・定植、圃場の気温収集装置
の設置運用を実施

キャベツの生育、花芽分化をサンプリング調
査中

キャベツの花芽分化、抽苔状況を調査



第３四半期

第４四半期

総合評価

（046)888-3385連絡先（電話番号）

所属長評価

 研究課では、秋冬ダイコンの収穫時調査が始まり、順次データを収
集しています。キャベツでは、計画どおり、キャベツの生育、花芽分
化調査、収穫調査を実施中です。
　普及指導課では、普及指導活動、新規就農者及び青年農業者等の育
成支援活動は、おおむね計画どおり実施しました。ＧＡＰ導入支援で
は、パンフレットを作成し、現地指導に活用しています。展示圃設置
も計画どおり、すべて終わり、データの集計中です。
　両課の業務ともおおむね計画どおり実施中です。

　研究課では、キャベツの調査、ダイコンの調査とも、計画とおり実
施できました。また、平成26年度の成績のとりまとめの時期に入って
いますが、計画どおり、実施できました。
　普及指導課では、新規就農者及び青年農業者等の育成支援事業の中
心である基礎セミナーが無事終了し、おおむね受講者の評価は高かっ
た。その他、展示圃等成績のとりまとめの時期ですが、計画どおりま
とめることができました。

　研究課、普及指導課ともほぼ計画どおり事業を実施できました。研
究課は、台風、長雨等の影響で栽培に苦労しましたが、ほぼ計画どお
り実施できました。普及指導課では、特に新規就農者及び青年農業者
等の育成支援事業では計画を上回る成果がありました。


