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所属のホームページ

畜産技術センター

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

畜産技術センター所長の竹本です。

畜産技術センターでは、県民に高品質な畜産物を安定的に提供するととも

に、都市と調和した畜産業を推進する試験研究を行っています。

また、研究成果及び高度技術の普及指導、畜産の担い手の育成及び確保を

行っています。

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

39,642 4,739 9,744 8,460 11,866 1,995 36,804

8,168 4 1,370 3,916 1,499 300 7,089

3,711 3,714 3,714

51,521 8,457 11,114 12,376 13,365 2,295 47,607

項目 (再)配当額

事業費 98,631 8,005 19,743 29,960 27,652 13,271 98,631

維持管理費 20,088 2,811 3,934 6,197 5,562 1,585 20,088

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

諸収入

その他

収入計(A)

支出済額

支

事
業
経
費

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

年間目標
（計画）

時期 実施課題数

第１四半期 7

第２四半期 9

第３四半期 9

連携課題数 10

H25からの継続課題。新規課題は、調整中。

H25継続分：終了1課題　　H26新規：2課題

H25継続分：終了1課題　　H26新規：2課題

　＜民間企業、大学との連携による課題解決の推進＞

実績・進捗状況

　県民や社会が求めるニーズに応え、力強いかながわの畜産を推
進するため、県内企業や大学と連携して試験研究に取り組みまし
た。

（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。

項目

　１　県民や社会の求めるニーズに対応した試験研究の推進

計 118,719 10,816 23,677 36,157 33,214 14,855 118,719

128,182 84,757 132,014 89,606 434,559

138,998 108,434 168,172 122,819 14,855 553,278

△ 130,542 △ 97,320 △ 155,796 △ 109,454 △ 12,560 △ 505,671　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

出
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 37 39 40 40

上記以外の職員 26 26 26 26

計（人） 63 65 66 66

配置職員数

第４四半期 9

累計 9 H25継続分：終了1課題　　H26新規：2課題

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1622/


２　かながわ畜産物の「出口戦略」の推進

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 1 1 3 1

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2 0 3 3 3調査回数 3

　＜地域銘柄鶏の品種選定のためのフィールド調査の実施＞

実績： ・各種のイベントや直売所において、畜産物のニーズ調査を実施しました。
　　　 ・3直売所のPOSデータを収集し、解析しました。

　＜先進事例調査の実施＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：箇所)

累計

　県内畜産物のブランド力強化・向上を図るために、県と生産者団体等が一体となって取り組む「出
口戦略」を積極的に推進しました。

 (1) 認知度向上イベントや直売施設において、ニーズ調査やPOSデータの解析等先進事例調査を実施
　　し、販売戦力の検討を推進しました。また、新たなブランドとしての地域銘柄鶏（肉用鶏）の開
　　発を進めました。

　＜ニーズ調査の実施＞

累計

6

年間目標
（計画）

調査回数

項目
実績　　　　　　　　　　(単位：回)

＜↑ニーズ調査の実施＞

＜↓肉質分析の実施＞＜↓肉質分析の実施＞

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 0 0 1 1

※鶏病発生に伴い、調査戸数を限定

　＜枝肉成績の検証＞

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

30 38 31 80 23

　＜要因分析実施＞

調査戸数 1

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

 (2) 肥育牛経営の安定を図るために枝肉成績の検証により生産技術を見直し、管理技術支援を実施
　　する。

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：戸)

累計

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：例)

累計

検証例 172

 (3) 良質な豚肉を生産するために、豚肉の脂肪酸・アミノ酸組成や脂肪含有量、脂肪融点等の現状
　　調査を行い、肉質に与える要因を分析し、豚肉生産技術の向上を図る。

項目
年間目標
（計画）

県民の皆様から「県産の鶏肉を食べたい！」という声が聞かれ、養鶏農家の皆様からも、神奈川県

独自の肉用鶏を作ってほしいという要望がありました。そこで、新たな肉用鶏ブランドの開発に取り

組み、県内農場で肉用鶏の実用化について調査を実施します。

岡崎おうはん シャモ
横斑プリマス

ロック

× or 交配

完成イメージ

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

15 2 0 16 1

累計

実施回数 19

項目
（計画）





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　　

農場HACCPは・・・
　農場において、生産物（乳、肉、卵等）に対する異物の混入、薬剤の残留、細菌による汚染等を防
止するために、生産者が日常の作業の中で管理ポイントを設定し、継続的に監視、記録することで生
産物の安全性を確保する手法です。

取り組みイメージ例(養鶏)
・鶏舎環境……野鳥の進入防止の徹底、鶏舎内の清掃･消毒（鶏インフルエンザ等の感染防護）
・鶏卵の出荷……鶏ふんその他による汚染の防止

　＜神奈川県農場ＨＡＣＣＰ計画認証基準の達成＞

　３　安全・安心な畜産物を県民に提供する試験研究の推進

　安全・安心な畜産物の生産のため農林水産省が策定し、普及に努めている「農場ＨＡＣＣＰ認証基
準」に基づく飼養衛生管理について、県内畜産農家での実施のモデルとなる取組を進める。

項目 実績・進捗状況

養鶏部門の認証基準の達成

管理ポイント設定のための現在の作業工程の
見直し及び分類と畜産物生産に必要な原材料
及び資材のリストを作成した。

衛生管理方針、衛生管理目標を策定した。
また、管理ポイント作成のための作業工程の
分析シートを作成中。

作業工程の分析シートに基づく、衛生管理プ
ログラムの作成中。
なお、伝染性鶏病の発生に伴い、再発防止の
ための畜舎消毒方法、ワクチン接種方法とそ
のプログラムの見直しを行った。

作業工程の分析シートに基づく、衛生管理プ
ログラムの作成中。

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

　民間企業や大学と連携した試験研究の取組については、研究資金状
況等から厳しい環境にありますが、新たな研究課題の実施に向け、引
き続き調整を進めています。「出口戦略」の推進において生産者団体
等の期待が大きい地域銘柄鶏の開発については、調査鶏の配布を開始
することができました。また、これまでPED(豚流行性下痢)の全国的
な発生の影響により遅れていた豚肉の要因分析は当期において年間目
標を達成することができました。業務の実施については、概ね進捗し
ているものと評価しており、引き続き事業の達成に向けて努力してい
るところです。

　民間企業等との連携による課題解決の推進は、新規2課題の研究に
着手し、さらに新たな研究課題の実施に向け調整を進めています。県
内畜産物のブランド力強化・向上を図る「出口戦略」の推進は、新た
なブランドとしての地域銘柄鶏の開発に向け、11月に調査鶏を配布す
る段階に至りました。良質な豚肉の生産技術の向上を図るための肉質
に与える要因の分析は、PED(豚流行性下痢)の全国的な発生の影響を
受け遅れがでています。このように一部遅れはあるものの、養鶏部門
の農場HACCP認証基準達成のために管理ポイント作成のための作業も
進んでおり、全体としては着実に進捗していると評価しており、引き
続き事業の達成に向けて努力してまいります。

所属長評価

　今期は、民間企業、大学との連携による課題解決の推進について
は、昨年度からの継続課題に引き続き取り組むとともに、新規課題に
ついても調整に努め実施に向け進捗が見えているところです。
最重要課題であるかながわ畜産物の「出口戦略」の推進については、
販売戦略の検討や新たなブランドとしての地域銘柄鶏の開発を進める
ための調査を計画的に実施しました。また肥育牛経営の安定を図るた
めの枝肉成績の検証を積極的に進め、良質な豚肉の生産技術の向上を
図るための肉質に与える要因分析も着実に実施しています。
  総体としてみれば、今期は各事業とも目標達成に向け着実に進捗し
ていると評価しており引き続き事業の推進に努力してまいります。



第４四半期

総合評価

　民間企業や大学との連携した試験研究の取組については、計画をわ
ずかに下回りましたが、新たな研究課題の実施に向けた調整が行わ
れ、新年度の課題化が見込まれています。
　最重要課題であるかながわ畜産物の「出口戦略」の推進において
は、新たなブランドとなる地域銘柄鶏の開発も最終段階となり、品種
選定を待つ段階となりました。また、ブランド力強化･向上のための
各種調査は、目標を上回る実績となりました。
　安全安心な畜産物の供給を図るための農場HACCP認証基準について
も、農家の参考となるよう進めております。
　以上のとおり、各計画に基づき適切に業務を実施し、成果をあげる
ことができました。数的目標の達成に至らなかった業務についても、
十分な事業効果を上げることができたが、より効果的な業務運営のた
め今後とも工夫改善を図ってまいります。

046-238-4056連絡先（電話番号）

　第３四半期までで数値目標はほぼ達成し、第４四半期ではそれぞれ
の項目について、その熟度を向上するとともに、来年度の課題分析も
平行して行うことができた。


