
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)

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

所属

室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

畜産課 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0510/

業務運営進行表

（平成27年4月１日～平成28年3月31日）

（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 実績・進捗状況

　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」により、畜産物の「流通・販売・消費面」に積
極的にアプローチする「畜産物の出口戦略」を推進し、県
産畜産物のブランド力の強化・向上を図ります。
　具体的には、同協議会を実施主体として、県産の畜産物
の知名度を高めるためのイベントや、販路拡大を目指す商
談会、マーケティングの実践活動などにより総合的な販売
戦略を推進するほか、牛・豚・鶏など畜種ごとの販売戦略
の検討も行います。
【かながわグランドデザイン　実施計画プロジェクト№10
農林水産】
　本事業は本県の総合計画である「かながわグランドデザ
イン」のプロジェクトに位置付けられている事業です。
　プロジェクトでは数値目標の一つとして「新商品の開発
や販路拡大などの成果があがった畜産ブランド数（累
計）」をあげており、今年度の目標値は10件（累計）と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/78367
9.pdf#page=88

・4/1～7に「そごう横浜店：グルメフェスティバ
ル」に９ブランドが参加し、県産畜産物を県民にＰ
Ｒしました。
・マーケティングの実践活動として、３ブランドが
消費者等へのグループインタビューの実施・結果分
析等をのべ10回開催し、引き続き活動中です。
・昨年立ち上げた「かながわ銘柄豚肉推進協議会」
に加え、６月に「かながわ肉用鶏推進委員会」及び
「かながわ酪農活性化対策委員会」を設立し、計３
畜種における販売戦略の推進体制を整えました。

・7/30の「かながわ食育フェスタ」に参加し、「生
粋かながわ牛」をはじめとする県産牛肉や、県産蜂
蜜を県民にＰＲしました。
・9/2～7に「横浜高島屋：かながわ名産展」に６ブ
ランドが参加し、県産畜産物を県民にPRしました。
・３グループにより行っているマーケティングの実
践活動は、一部が商品コンセプト作り等に発展する
など、今期ものべ10回開催しました。
・協議会の活動を通じてレストランのメニューや百
貨店の中元品等に、県産畜産物が使用されました
【販路拡大等14件（H26からの累計）】。
・本県初の肉用鶏生産に向け比較していた２鶏種に
ついて、8/27の「かながわ肉用鶏推進委員会」で一
つに決定し、具体的な販売戦略を検討することとし
た。

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

595 243 33 331 607

32,689 19,311 1,538 9,825 1,531 32,204

36,595 1,412 14,938 10,403 6 9,804 36,563

69,879 1,655 34,281 12,272 9,831 11,335 69,374

項目 (再)配当額

事業費 212,085 5,820 163,822 9,528 7,158 14,653 200,981

維持管理費 0

計 212,085 5,820 163,822 9,528 7,158 14,653 200,981

73,094 47,675 73,237 47,801 241,806

78,914 211,496 82,764 54,959 14,653 442,787

△ 77,259 △ 177,215 △ 70,492 △ 45,128 △ 3,318 △ 373,413

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）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 24 24 24 24

上記以外の職員

計（人） 24 24 24 24

配置職員数

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


第３・四半期

第４・四半期

２　県産酪農業の活性化への取組（数字で表せないもの）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

３　家畜伝染病への危機管理対策の強化（数字で表せるもの）

　口蹄疫等の重大な家畜伝染病発生時に迅速な初動防疫活動を行うため、実践的な防疫演習を実施し、危機管理体制を強化します。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

3 0 0 2 1

3 0 0 2 1

　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」により、畜産物の「流通・販売・消費面」に積
極的にアプローチする「畜産物の出口戦略」を推進し、県
産畜産物のブランド力の強化・向上を図ります。
　具体的には、同協議会を実施主体として、県産の畜産物
の知名度を高めるためのイベントや、販路拡大を目指す商
談会、マーケティングの実践活動などにより総合的な販売
戦略を推進するほか、牛・豚・鶏など畜種ごとの販売戦略
の検討も行います。
【かながわグランドデザイン　実施計画プロジェクト№10
農林水産】
　本事業は本県の総合計画である「かながわグランドデザ
イン」のプロジェクトに位置付けられている事業です。
　プロジェクトでは数値目標の一つとして「新商品の開発
や販路拡大などの成果があがった畜産ブランド数（累
計）」をあげており、今年度の目標値は10件（累計）と
なっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/78367
9.pdf#page=88

・10/18に、県庁舎において「かながわ畜産フード
コレクション2015」を開催し、県内産の様々な畜産
物や加工品等の販売・試食を通じて、約9,200人の
方に県産畜産物のＰＲを行いました。
・11/6の「かながわ農林水産品商談会2015」に６ブ
ランド、10/26「地域食材提案商談会 inTOKYO」に
１ブランドが参加し、活発な商談が行われました。
・３グループにより行っているマーケティングの実
践活動は、今期ものべ７回開催しました。
・協議会の活動を通じて、レストランのメニュー等
に県産畜産物が使用されました【販路拡大等17件
（H26からの累計）】。

・2/8に、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、横浜のホテルにおいて「かながわ畜産・
絆づくり笑（商）談会」を開催しました。畜産９ブ
ランドが出展し、飲食店等10社と試食を交えた商談
を行いました。
・３グループにより行っているマーケティングの実
践活動は、今期ものべ４回開催しました。
・協議会の活動を通じて、レストランのメニュー等
に県産畜産物が使用されました【販路拡大等19件
（H26からの累計）】。

項目 実績・進捗状況

　県内生産者、関係団体、関係機関一体となって、イベン
トの開催や食育を通じ、県内の酪農業と乳業への理解促進
活動を行います。また、県民の方が県産牛乳や乳製品を一
目で認識して選択できる県産生乳認証制度の構築に向けて
具体的な仕組みづくりを行うなど、県産牛乳の認知度向上
や高付加価値化を図ります。

・6月に関係団体や関係機関による「かながわ酪農
活性化対策委員会」を立ち上げ、具体的な取組に向
けて検討を開始しました。

・県産牛乳の認知度を向上させるイベントの開催場
所、実施内容を決定し、大勢の県民の方に来ていた
だけるよう県ＨＰ等によりお知らせしました。
・8月下旬、県産牛乳認証制度の構築に向けて、先
進地事例調査を行いました。

10月3日　みなとみらい地区でイベントを開催しま
した。当日は、約9,000人の来場者があり、ランド
マークタワーや日本丸をバックに本物の牛がいると
いうインパクトはとても大きく、県内の酪農業や乳
業のPRが出来ました。
また、11月22日、28日には、「牧場と牛乳工場の見
学会」を開催し、両日で76名の参加者がありまし
た。生乳の生産から流通販売までを一貫して学んで
いただくことにより、県産牛乳の新鮮さや安全安心
の取り組みを直に感じてもらうことが出来ました。

・2月24日　酪農家、乳業メーカー、畜産関係団
体、県職員が子牛とともに、茅ヶ崎市内の小学校
(3・5年生）を訪れ、出前授業を実施しました。子
供たちは、子牛に触れては歓声をあげ、毎日飲んで
いる牛乳が出来上がるまでの流れを知り驚いていま
した。
・出前授業の実施により、酪農家や牛乳工場での仕
事に興味を持ってもらうことができました。
・3月12日　横浜マラソンEXPOで、県内産の生乳
100%で作られた牛乳を配布し、県産牛乳への関心を
高める取り組みを行いました。

項目
年間目標
（件数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

実践的防疫演習の開催 3

前年度実績 3

「かながわ畜産フードコレクション」のようす 

「かながわ畜産・絆づくり笑（商）談会」のようす 

「酪農出前授業」のようす 



４　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

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

第４・四半期

総合評価

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割程度終了しました。

・12/21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20戸について、県審査会を開
催して順位を決定しました。
・参加戸数については計画130戸に対し、実績105戸
（80％）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。

・1/29に、生産者を交えて開催した畜産情報交換会
と併せて環境コンクールの表彰式及び優良事例（受
賞者）の紹介をしました。
・3/4にコンクール結果をホームページで公表しま
した。
・また、3月18日には、コンクール優良事例集を県
畜産振興会で作成（畜産課監修）し、県内の全ての
畜産農家に配布しました。

連絡先（電話番号） 045-210-4506

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、２年目となる「畜産物の出口戦略」では、昨年度から準備を進めてい
たそごう横浜店のイベントへの参加が順調におこなわれたほか、マーケティン
グの実践活動では生産者を核とするプロジェクトチームにより活発な活動が展
開されており、自ら課題解決を行う意欲が高まっています。また、豚に引き続
き肉用鶏と酪農の２つの畜種別専門委員会が設置され、活動を開始することが
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。
・「畜産物の出口戦略」では、昨年度からこれまでに行ったイベント等の成果
が徐々に現れ、販路拡大した畜産ブランド数については今年度の当課の数値目
標を達成することができました。
・また、マーケティング実践活動や畜種別専門委員会についても順調に活動を
実施す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。
・「畜産物の出口戦略」としては、知名度向上イベントが定着しはじめ、リ
ピーターも増えてきたところであり、県産畜産物の効果的なＰＲとともに、生
産者の意欲の向上につながりました。
・高病原性鳥インフルエンザの流行期を控え、万が一の発生に備えるため、市
町村や団体も含めた実践的な防疫演習を実施す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。
・「畜産物の出口戦略」では「かながわ畜産・絆づくり笑（商）談会」とし
て、畜産物に特化した特徴のある商談会を開催し、生産者と飲食店等の購買者
の絆づくりを図るとともに生産者の発信力の向上に寄与しました。
・酪農業の活性化では、酪農出前授業の第２回目を実施し、開催小学校と連携
して食育の要素を交えながら酪農への理解醸成を図ることができました。
・畜産環境改善の推進では、畜産環境コンクールでの優良事例を表彰式や優良
事例集を発行することで、生産者の畜産環境への更なる意識向上を促すことが
できました。

・年度当初の目標は、概ね達成することができました。
・まず、畜産物の販売の促進については、「畜産物の出口戦略」として畜産関
係団体と連携して平成26年度に設立した「かながわ畜産ブランド推進協議会」
を中心体として取り組んでおり、県内の畜産ブランド知名度向上イベント、畜
産物に特化した特色ある商談会、マーケテイングの実践活動を行いました。こ
うした活動を通じて販路、販売量の拡大が図られており、生産者の販売力強化
に寄与することができました。加えて、肉用鶏の専門委員会を設立し、新たな
銘柄鶏の名称検討や販売戦略の検討が開始されました。
・酪農業活性化の取組では、関係者と検討を重ね、近代酪農の発祥の地である
横浜で県内酪農、乳業へのPRイベントを開催するなど、県民の酪農業への理解
促進と生産者の意欲向上を図ることができました。
・畜産環境改善の推進は、本県は住宅地と混在した中での畜産経営であること
から重要な取組となっています。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105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。
・また、平成27年度は国内で重要な家畜伝染病の発生はありませんでしたが、
引き続き、万が一に備えた準備を行い、危機管理対策強化を図ってまいりま
す。

「環境コンクール」での最優秀農場のようす 


