
局名 部名

環境農政局 農政部 http://www.pref.kanagawa.jp/div/1617/

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　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 出納整理期間

430 91 97 109 161

3,500 891 888 687 758

3,500 1,263 845 841 705

　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 出納整理期間

240 85 97 85 35
330 108 97 100 103個別指導・集合研修の受講者数 408

（前年度実績） 3,654

個別指導・集合研修の実施回数 302

　次世代のかながわ農業の担い手を育成するため、新規就農者に対し栽培技術や農業経営に関するセミナー
を開催します。また、経営発展段階にある青年農業者等に対し生産・販売方式の改善による経営ビジョンの
作成支援を行います。

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　(単位：回・人)

累計

累計

講習会・巡回指導の実施回数 458

講習会・巡回指導の受講者数 3,224

（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）

所属
室・課（出先は所属）名 所属のホームページ

農業技術センター北相地区事務所

　農業経営の安定・向上や直売所の活性化、鳥獣被害対策等について支援するため、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す。

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　　　(単位：回・人)

第１号様式 

所属進行表 

  北相地区事務所の北浦です。 

  当所では、県民の皆様へ安全で安心な県産農産物を安定的に供給し、産業として

自立した北相地域の農業を実現するため、茶および北相地域特産品の果樹・野菜類

の低コストで環境に優しい生産技術の開発について研究を実施しています。                                                    

  また、地域の生産者に、研究成果等を活用した技術の普及を行うとともに、新規

参入者を含む新規就農者をはじめとする農業の担い手育成、直売所の経営改善によ

る地域農業活性化のための支援に取り組んでいます。 

所属長の写真・イラ

ストなど（任意） 

 

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

196 105 79 185

1,450 1,219 364 103 7 1,693

35 35

1,646 1,359 443 103 7 0 1,913

項目 (再)配当額

事業費 9,141 1,327 2,286 1,483 4,101 90 9,287

維持管理費 3,328 767 719 498 1,088 128 3,200

計 12,469 2,094 3,005 1,981 5,189 218 12,486

43,904 28,814 44,665 30,174 147,557

45,997 31,819 46,646 35,363 218 160,044

△ 44,638 △ 31,376 △ 46,543 △ 35,356 △ 218 △ 158,131

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）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 12 12 12 12

上記以外の職員 7 7 7 7

計（人） 19 19 19 19

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1617/


　③　実証展示圃の設置

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　試験研究業務実績（全11課題の中から3課題に関わる実績・進捗状況を記載しています。）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

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

第４・四半期

項目 実績・進捗状況

新鮮で安全な農畜産物を安定して供給するための
技術開発
・北相地域特産品のヤマトイモ、エダマメ、につ
いて、品質向上と安定生産のための技術を開発し
ます。
・薬用植物（オタネニンジン）の生鮮野菜として
の栽培法を検討します。

・ヤマトイモ、エダマメについて試験圃場の
準備、植えつけ・播種を行いました。
・オタネニンジンを生鮮野菜として利用する
ための栽培試験を実施中です。

・エダマメ、チンゲンサイ等各作物について
生育調査、収量調査を行いました。
・オタネニンジンを生鮮野菜として利用する
ための栽培試験を実施中です。

・オタネニンジンの生育調査を実施しまし
た。
・ヤマトイモの収量調査を実施しました。

・オタネニンジン、カンゾウの調査結果を取
りまとめました。
・ダイコンの生育調査を実施しました。

項目 実績・進捗状況

樹体ジョイント仕立てを活用した果樹・枝物の安
定生産技術の確立
樹体ジョイント仕立てによるリンゴ栽培法を確立
するため、品種毎の栽培管理方法等を検討しま
す。

・開花状況、栽培管理、および樹木の生育状
況調査し、収穫の準備を行いました。

・栽培管理、樹木の生育状況および果実形質
の調査を行いました。

・収量調査、品質調査、樹勢調査を実施しま
した。

・定植6年目の収量･品質を調査しました。
・斜面におけるジョイント方向について調査
しました。

項目 実績・進捗状況

新鮮で安全な農畜産物を安定して供給するための
技術開発
・茶の生産量増加と高品質化
　茶の新芽生育期に直掛け被覆を実施し、高品質
を図る上で、足柄茶に適した資材、方法を研究し
ます。

・一番茶における生育調査、収量調査を実施
しました。併せて品質評価のための荒茶製造
を行いました。

・二番茶における生育調査、収量調査を実施
しました。併せて品質評価のための荒茶製造
を行いました。

・新芽、荒茶の品質評価のための成分分析を
行いました。

・荒茶官能審査を実施し、生育結果、成分分
析結果と合わせて結果を考察しました。

　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、実証や調査活動を行います。

項目 実績・進捗状況

調査研究展示圃（２箇所）及び研究成果導入展示
圃（１箇所）、環境保全型農業普及展示圃（１箇
所）　計４箇所の内
・「露地栽培ポモロンの直売適性の検討」の研究
成果導入展示圃について

・展示圃を設置し、生育調査等を実施しまし
た。

・生育調査・収量調査等を実施しました。

・調査データの解析等を行いました。

・データを取りまとめ、成績書を作成しまし
た。



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

連絡先（電話番号） 042-685-0203

所属長評価

・新規参入者をはじめとする新規就農者等の農業の担い手に対す
る技術支援および経営改善支援、直売所活性化支援等を計画どお
り行いました。
・一番茶における直掛け被覆試験の実施、リンゴの生育状況調
査、野菜類の試験開始準備を計画どおり行いました。

・新規参入者をはじめとする新規就農者等の農業の担い手に対す
る技術支援,経営改善支援及び先進農家視察研修、直売所活性化支
援等を計画どおり行いました。
・二番茶における生育・収量調査及び品質評価のための荒茶加
工、リンゴの収穫調査、枝豆等の野菜類の生育調査を予定どおり
行いました。

・新規参入者をはじめとする新規就農者等の農業の担い手に対す
る技術支援、経営改善支援、先進農家視察研修及び直売所活性化
支援等を計画どおり行いました。
・種々の試験における荒茶等の成分分析やリンゴの収量・品質調
査、ヤマトイモの収量調査等を予定どおり行いました。

・引き続き，新規参入者をはじめとする新規就農者等の農業の担
い手に対する技術支援、経営改善支援及び直売所活性化支援等を
計画どおり行いました。
・荒茶の官能検査、ジョイント栽培したリンゴの収量・品質調査
等、各種調査を計画どおり行うとともに、年間の調査により得ら
れたデータの取りまとめ、各試験の成績書の作成等を計画的に行
いました。

・年間を通して、新規参入者をはじめとする新規就農者等、農業
の担い手に対する技術支援、経営改善支援、先進農家視察研修及
び直売所活性化支援等を計画どおり行いました。
・年間を通して、試験の設計、対象作物の栽培管理、各種調査及
びデータのとりまとめ、成績書の作成等を計画どおり行いまし
た。


