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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

所属名 所属のホームページ

畜産技術センター http://www.pref.kanagawa.jp/div/1622/

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

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。

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

39,649 6,295 12,549 10,852 10,784 40,479

7,518 868 1,006 6,775 951 348 9,949

2,031 1,675 2,107 3,782

49,198 8,838 15,662 17,627 11,734 348 54,209

項目 (再)配当額

事業費 105,713 13,176 20,948 32,674 28,590 10,327 105,713

維持管理費 25,346 3,810 5,228 6,266 6,977 3,066 25,346

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

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

（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。

　１　畜産物の「出口戦略」の推進

　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
す。
　認知度向上イベントや直売施設における、ニーズ調査の実施に
よる販売戦略の検討や、ポップ・レシピ等の配布による販売促進
効果の検証を行います。
　また、関係機関と連携してマーケティングの実践活動を実施し
ます。

維持管理費 25,346 3,810 5,228 6,266 6,977 3,066 25,346

計 131,059 16,985 26,175 38,940 35,567 13,392 131,059

130,379 89,669 135,550 89,015 444,613

147,365 115,844 174,490 124,582 13,392 575,673

△ 138,527 △ 100,182 △ 156,863 △ 112,848 △ 13,044 △ 521,463　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

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 35 38 38 38

上記以外の職員 26 28 29 32

計（人） 61 66 67 70

配置職員数



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5 2カ所3回 2カ所2回 2カ所2回 0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1 1 ― ― ―

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 3 　 　

※第１四半期から継続して３グループに指導を実施

指導グループ数 3

累計

調査回数 1

　＜マーケティングの実践活動＞

項目
年間目標
（計画） 累計

実績　　　　　　　　　　(単位：グループ)

　＜ニーズ調査の実施＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

調査回数 6カ所7回

　＜ポップ等による販促効果の検証＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

7 0 3 3 3

〔出前講座風景〕……『にわとりを知ろう！』『たまごからにわとりまで』『牛とミルク』など

　２　畜産に対する理解の促進

　かながわの畜産を理解していただくとともに、厳しい本県の畜
産経営環境の中で新鮮、安全な畜産物を供給しているかながわ畜
産の応援団になっていただけるよう食育出前講座等を実施しま
す。

　＜食育出前講座等の実施＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

実施回数 9

〔「レシピ」の掲示例とレシピ配布状況〕



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

5 4 1 0 0

※実績は、新規戸数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 0 0 5 0

 (1) 後継牛確保を支援するためにモデル農家を選定し、後継牛確保モデルプランを作成します。

　＜モデル農家の選定＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：戸)

累計

モデル農家数 5

　＜モデルプランの作成＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：戸)

累計

モデルプラン数 5

　３　「かながわ酪農活性化対策」の推進

　飼料高騰や､販売価格の低迷等から生産基盤の急激
に縮小している本県の酪農業について、新たな酪農の
振興策として県で実施する「かながわ酪農活性化対
策」を積極的に推進します。

〔飼養管理巡回〕 〔牛舎環境指導〕

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3 1 2 0 2

※実績は、新規戸数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

9 0 3 2 5

※　ＯＰＵ(経腟採卵)は牛の卵巣内にある未熟な卵子を超音波診断装置で吸い取り、体外受精によっ
て移植可能卵を生産する技術です。

　＜モデル農家の選定＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：戸)

モデル農家数 5

累計

実施頭数 10

　＜ＯＰＵの実施＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：頭)

累計

 (2) 血統の優れた後継牛を効率的､スピーディーに増産するあらたな技術（ＯＰＵ）の実用化を図る
 　ため、モデル農家における実証を行います。

 〔飼料給与診断〕



　　〔ＯＰＵの実施方法、卵子の状況等〕

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

　畜産に対する理解の促進については、「食育出前講座」を夏休み中
の行事として小学校や地域の子供会を中心に開催するなど、効果的に

　概ね順調なスタートが切れました。
　「食育出前講座」や「かながわ酪農活性化対策」では一部第1四半
期の実績がゼロですが、それぞれすでに今後の実施が見込まれており
ます。
　県計画も新しくなり、心機一転新鮮な気持ちで所員とともに計画達
成に向け努めてまいります。

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　畜産物の「出口戦略」の推進においては、認知度向上に向けた調査
を実施するとともに３グループで商品開発等の実践活動を行い、１グ
ループでは新商品の試作品が完成しました。
　「食育出前講座」については、口コミによる要望もあり、計画を上
回る実績となりました。また、職業体験等にも取り組みました。
　「かながわ酪農活性化対策」の推進では、計画したモデル農家全て
のモデルプランを作成しました。
　また、ＯＰＵの実施では、計画に即し事業を進め、３月までに１頭
の妊娠を確認しました。凍結保存した受精卵もあり、後継牛確保のさ
らなる推進に向けて取組を進めることができました。

の行事として小学校や地域の子供会を中心に開催するなど、効果的に
業務を推進することができました。秋から冬場にかけても、各種行事
を通じて対応していく予定です。
　出口戦略の推進、新たなかながわ酪農活性化対策についても、計画
に即し順調に事業を進めており、引き続き目標の達成に向けて努力し
てまいります。

所属長評価

　「食育出前講座」については、計画に即して順調に進めておりま
す。また、出前講座のほか中学生の職業体験等にも取り組んでいま
す。
　かながわ酪農活性化対策におけるモデルプランの作成では、モデル
農家全てでプランを作成し、計画を上回る実績となりました。さら
に、ＯＰＵの実施においては、計画に即し順調に事業を進めており、
体外受精した卵の移植によって１頭の妊娠が確認できました。
　引き続き目標の達成に向けて努力してまいります。



総合評価

　畜産物の「出口戦略」の推進においては、３グループで商品開発等
マーケティングの実践活動を行い、１グループで新商品の試作品を完
成させるなど計画を上回る実績をあげることができました。
　食育出前講座等の実施については、計画を上回る実績となり、地域
に根付いた取り組みとなってきました。
　「かながわ酪農活性化対策」の推進では、モデル農家全てのモデル
プランを作成しました。モデル農家では、プランに即し、経営改善に
向けた取り組みが開始されています。
　また、ＯＰＵの実施では、計画に即し事業を進め、10頭の乳牛から
162個の卵子を回収、新鮮胚を８頭に移植し、３頭の妊娠を確認しま
した。凍結保存した受精卵もあり、後継牛確保のさらなる推進に向け
て取組を進めることができました。
　以上のとおり、各計画に基づき適切に業務を実施し、数的目標を上
回る実績、成果をあげることができました。今後とも、より効果的な
業務運営のため工夫改善を図ってまいります。

046-238-4056連絡先（電話番号）


