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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

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)

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

（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27年４月１日～平成28年3月31日）

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。            

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

634 220 249 470

1,370 177 314 334 301 1,126

10 10

2,004 397 574 334 301 0 1,606

項目 (再)配当額

事業費 9,271 677 1,403 1,998 3,881 614 8,574

維持管理費 6,194 644 989 476 2,812 1,273 6,194

計 15,465 1,322 2,392 2,474 6,694 1,887 14,768

49,161 33,423 50,717 34,680 167,982

50,483 35,815 53,191 41,374 1,887 182,750

△ 50,086 △ 35,241 △ 52,857 △ 41,073 △ 1,887 △ 181,143

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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）

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


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

1,080 319 287 272 172

244 236 244 250

3,240 1,357 1,357 1,672 1,475

1,384 753 598 724

タブレットを使った普及指導は、

２年目になりました。図や画像を

用いた説明などで伝わりやすくな

なりました。（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

300 99 104 93 46

32 39 66 74

1,117 431 396 402 107

404 198 450 297 1,349

　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ました。

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 342

（前年度実績） 211
個別指導・集合研修の
受講者数 1,336

（前年度実績）

（前年度実績） 3,459

講習会・巡回指導の実
施回数 1,050

（前年度実績） 974
講習会・巡回指導の受
講者数 5,861

　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いました。

項目 年間目標
（計画人数）

実績回数・人数　　　　　　　　　（単位：回・人）　

累計
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区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 16 18 17 17

上記以外の職員 4 7 7 6

計（人） 20 25 24 23

配置職員数



「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　マーケット・インに基づいた普及指導（ナス‘サラダ紫’）

‘サラダ紫’　ジューシーで一般

普及指導による‘サラダ紫’の生産状況 品種と比較して糖含量が高い

④　環境にやさしい新技術の普及指導

平成27年度導入面積 840ａ （平成26年度実績　300ａ）

平成27年度栽培者 33名 （平成26年度実績　20名） ※110戸を対象に調査

左と右は同時期の写真

（７月下旬）

花が咲かない‘エバーグリーン’ 従来からあるアフリカン種

　農業技術センターで育成した新しい種類のナス‘サラダ紫’生産において、夏場の水不足に
よって発生する着色不良や空洞果の発生を防ぐため、導入マニュアルを用いて効率的なかん水方
法の導入・普及を図り、生産量の拡大を支援しました。

　冬ダイコン作付けの前に、有害なセンチュウ対策と併せて地力の向上や肥沃な畑の土壌流亡を防ぐ
ため、休閑期間に緑肥カバークロップであるマリーゴールドの作付けを行っています。しかし、開花
期になると別の害虫が発生するため、花の咲かないマリーゴールドの品種‘エバーグリーン’の導
入・普及を図り、環境への影響を抑えたダイコンの安定生産を支援しました。
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２　試験研究業務実績 
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第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期
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第４四半期

第１四半期

第２四半期
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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

項目 実績・進捗状況

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（品種検討、栽培技術）
・主要夏作の栽培体系の開発と流通販売に
関する調査

スイカの種なし化技術、カボチャの被覆資材
の比較試験を実施しデータを収集しました。

ダイコン、キャベツの品種選定のための播種
を実施し試験を開始しました。

ダイコン、キャベツ、ブロッコリー等の品種
特性調査を実施しました。

ダイコン、キャベツ、ブロッコリー等の品種
特性調査を実施し、データを集計しました。

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（緑肥の減肥効果、殺センチュウ
効果、緑肥の腐熟促進技術）

前年度試験結果の解析を基に試験区を設定
し、緑肥の作付けを実施しました。

緑肥すき込み後にダイコンを播種し試験を開
始しました。

ダイコンの収穫調査が終了し、キャベツの定
植を実施しました。

キャベツの収穫が終了しました。土壌成分の
分析を実施しました。

所属長評価

普及指導課では、普及指導活動、新規就農者育成事業等計画に沿って
実施中です。また、その他普及指導でも、展示ほの設置等計画どおり
設置し、実施中です。研究課では、カボチャ、スイカ、緑肥等の夏作
は、計画どおり実施中で、データの収集、解析中です。

普及指導課では、普及活動は、前年、計画を上回る経過で推移してい
ます。また、新規就農者及び青年農業者等の育成支援事業では、ほぼ
計画どおり実施中です。研究課では、秋冬作であるキャベツ、ダイコ
ン、ブロッコリー等は、暖冬の影響で生育が早まり、収穫、調査が前
倒しになりましたが、計画どおり実施中です。

普及指導課では、普及活動は、前年、本年度計画を上回る結果で推移
しました。新規就農者及び青年農業者等の育成事業では、ほぼ計画ど
おり実施中です。研究課では、ダイコン、キャベツなどの秋冬作の栽
培はほぼ終わり、データを取りまとめ中です。

普及指導課では、計画どおり、農業基礎セミナーを実施中です。その
他業務も概ね計画どおり実施中です。研究課では、スイカ、カボチャ
等の夏作が終わり、データを取りまとめ中です。ダイコン、キャベツ
の作付けも9月の長雨の影響で苦労しましたが、概ね計画どおり実施
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
・温暖化に対応した冬春ダイコンの生育
モデル・シミュレーション技術の開発

前年度に実施した予備試験の結果を解析しまし
た。

順次時期をずらしてダイコンを播種し、試験
を開始しました。

生育初期から収穫期にかけてサンプリング調
査を行いました。

収穫期のサンプリング調査を行い、データ集
計を行いました。



総合評価

（046)888-3385連絡先（電話番号）

所属長評価

普及指導課、研究課とも概ね、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で着実な成果を
上げました。研究課では、本年度の成果をもとに成績発表会に向け準
備中です。


