
局名 部名

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属

室・課（出先機関は所属）名

　同横浜川崎地区事務所

　農業技術センター

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1618/
農政部環境農政局

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1611/

所属のホームページ

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

第１号様式

所属進行表

農業技術センターでは、県民の皆様に新鮮で安全・安心な県産農産物を安定して供給できる、都市

と共存した「かながわ農業」を実現するため、かながわらしい新品種の育成や低コストで環境にもや

さしい生産技術の開発などの試験研究に取り組んでいます。

また、農業者にこれらの新品種や新技術等を積極的に普及するとともに、次世代の担い手育成や地

域農業の活性化に向けた支援等も行っています。

このほか、農作物に被害を与える病害虫の発生状況等に関する情報提供や農薬・肥料に関する立入

検査など、農業生産に関係する幅広い業務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

項目 (再)配当額

事業費 123,485 10,002 25,500 29,634 43,799 14,551 123,485

維持管理費 99,166 11,784 17,270 19,591 33,399 17,121 99,166

計 222,651 21,787 42,770 49,225 77,198 31,672 222,651

347,041 232,115 356,278 239,576 1,175,010

368,827 274,885 405,503 316,774 31,672 1,397,661

支出済額
事
業
経
費

合計

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 109 109 109 109

上記以外の職員 47 53 51 54

計（人） 156 162 160 163

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1618/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1611/


Ⅳ　業務実施状況

１　かながわらしいスマート農業（注１）を推進するための技術開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

（注１）ロボット技術やＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、省力化や精密化などを進めた次世代農業

・環境制御法の開発では、7月までの長期どり作型の最終
段階に向け、栽培・収穫調査を実施するとともに、成績
取りまとめに向けてデータ整理を行いました。
・現地実証、経営評価では、調査結果を総合的に検討
し、経営の目標規模、収穫物の仕向け先から４タイプ別
に、環境制御技術が必要であることが明らかとなりまし
た。

　本県の分散型、中小規模温室に合ったトマト栽培の収益性の向上や規模拡大を図るため、ＩＣＴを活用した温室内環
境制御法の開発及び経営モデルを構築するための試験研究に取り組む。

項目 実績・進捗状況
・トマト栽培における環境制御法の開発

・トマト栽培における環境制御システムの現地
実証、経営評価

・環境制御法の開発では、ＩＣＴ温室の環境制御装置の
動作確認を兼ねた試験栽培を実施しました。
・現地実証、経営評価では、スーパー等の実需者に本県
産トマトに対する要望や消費者ニーズの聞き取り調査を
行うとともに、環境計測・制御機器の導入条件を明らか
にするため、アンケート調査の実施に向けて生産者団体
との調整を行いました。

・環境制御法の開発では、環境制御に加え、品種、台
木、養液管理等の検討に向けて、収穫調査を開始しまし
た。
・現地実証、経営評価では、アンケート調査の実施と集
計・分析を行い、温室の規模や分散状況及び環境計測・
制御の現状を確認中です。また、環境制御装置等に対す
る生産者の意識を把握するための座談会を開催し、心理
的要因を検討しました。

・環境制御法の開発では、品種、台木、養液管理条件の
検討と収穫調査等を実施するとともに、効果的な制御シ
ステムの開発を行っています。
・現地実証、経営評価では、環境計測・制御機器を導入
している先進経営体の調査を行い、 導入の目的、効果、
課題等を取りまとめました。

ＩＣＴ温室の外観 ＩＣＴ温室におけるトマトの試験栽培



２　地産地消の推進や農業経営の高度化を促進するための技術開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

・ダイコン「湘白」の栽植密度、施肥量の検討を主とし
た栽培試験を継続するともに、収穫調査を開始しまし
た。
・ダイコン「湘白」の品質評価と加工適正評価を行いま
した。

・ダイコン「湘白」に適した栽培条件について検討する
ための栽培試験を開始しました。
・「湘南ポモロン」及び「新湘南ポモロン」の特性調査
を開始するとともに、加熱調理時の加工適正評価を行い
ました。

・ダイコン「湘白」の安定生産技術を開発するため、昨
年度の栽培結果を検討するとともに、研究計画を立案し
ました。
・「湘南ポモロン」及び新しい育成系統の品質評価を行
いました。

実績・進捗状況
・ダイコン「湘白」の安定生産技術の開発

・トマト「湘南ポモロン」やダイコン「湘白」
など育成品種の品質特性の解明

項目

　消費者の潜在ニーズを捉えた新品種の育成と新需要開拓に向けた品種選定及び安定生産技術の開発に取り組む。

・ダイコン「湘白」について、収穫調査を継続するとも
に、試験成績として適正な植栽密度、施肥量を取りまと
めました。年次変動を加味し、さらに試験を反復する必
要性が推察されました。
・「湘南ポモロン」、「新湘南ポモロン」及び「湘白」
の品質評価、加工適正評価を取りまとめました。「新湘
南ポモロン」は従来の「湘南ポモロン」と同等な品質を
確保していました。「湘白」は塩漬け加工でも加熱加工
と同様に硬く、歯切れよい肉質でした。

ダイコン「湘白」

トマト「湘南ポモロン」

(ゴールド、レッド）



３　多様な担い手に対応するための技術開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

・ナシのＪＶトレリス仕立ての試験では、最適な側枝仰
角決定に向けた樹液流センサーによる測定方法を確立し
ました。
・農業用アシストスーツについては、キャベツ収穫作業
及びコメ袋の運搬作業における疲労度軽減効果を確認し
ました。

　担い手の多様化に対応するため、果樹の省力、安定多収生産技術の開発や農作業を軽労化するため試験研究に取り組
む。

項目
・ＪＶトレリス仕立て(注２)による安定生産技
術の開発

・農業用アシストスーツの検証

・ナシのＪＶトレリス仕立ての試験では、実受光シミュ
レーターによる受光量調査を開始しました。
・農業用アシストスーツについては、測定機器の作動確
認を行うとともに、軽労効果評価手法を共同研究先と検
討し、試験実施地域を選定しました。

・ナシのＪＶトレリス仕立ての試験では、樹液流セン
サーにより光合成量を調査、解析しました。
・農業用アシストスーツについては、キャベツ栽培にお
ける様々な作業の中から装着効果の高い作業について検
討しました。

・ナシのＪＶトレリス仕立ては最適な側枝の傾きを決定
するため、また、農業用アシストスーツは前年度の結果
をもとに、それぞれ今年度の研究計画を確認し、共同研
究先と調整しました。

実績・進捗状況

ナシのＪＶトレリス仕立て(注２)

注２：従来のジョイント仕立てより、低い位置

で樹の主枝部を連続して接いだ仕立て法

農業用アシストスーツによる収穫作業

の補助



４　環境に調和した農業を推進するための技術開発

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

(注３) 農薬の使用量を削減するため、天敵等による生物的防除とネットや二酸化炭素などを利用した物理的防除を組み合わせた

総合的な病害虫防除技術

(注４）堆肥と化学肥料、有機質肥料を混合・成型した新規格の肥料

項目
・イチゴの主要病害虫に対する総合防除体系(注
３)の確立

・混合堆肥複合肥料（注４）の開発と有効利用
法の確立

・赤色ネット等の物理的防資材と新たな天敵資材による
各種微小害虫に対する防除効果を検証しました。
・牛ふん堆肥を使用した新たな混合堆肥複合肥料の実用
規模での製造試験を実施しました。

・移植前のイチゴ苗に二酸化炭素処理を実施し、移植後
のハダニ、アブラムシ、アザミウマ類等の微小害虫に対
する防除効果を検証しています。
・混合堆肥複合肥料のほ場連用試験で、スイートコーン
の収量調査を行いました。

　　化学合成農薬や化学肥料の使用を削減した環境にやさしい農業生産技術を開発するための試験研究に取り組む。

・イチゴ親株の二酸化炭素処理によるハダニ防除効果試
験を実施しています。
・混合堆肥複合肥料のほ場連用試験のため、スイート
コーンの作付を行いました。

・新たな天敵資材による防除を普及指導部と共同で実施
し効果確認を行い、物理的防除を主体とした防除体系の
モデルを確立しました。
・牛ふん堆肥を使用した新たな混合堆肥複合肥料の製造
方法を明らかにし、メーカーによる試作と肥料試験を行
い、製造販売に向けた課題を解決しました。

実績・進捗状況



５　安全な農産物の生産を確保するための取組み

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

200 28 43 39 91 201

201 57 52 47 45 201

50 21 13 2 14 50

53 21 14 1 17 53

６　中核的農業経営体の育成

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

－ － － － － －

(前年度実績)

項目
年間目標
（計画）

農薬販売者

(前年度実績)

農薬使用者

経営発展・改善の方向性を整理で
きた農業経営体

5 0 0 0 5

　　　実績（単位：件）

項目
年間目標
（計画）

(前年度実績)

5

　　農薬販売業者及び農薬使用者に対する計画的な立入検査、巡回指導等を実施する。

　　　実績（単位：農業経営体数）

　　経営感覚に優れた農業経営体を対象に農業経営の規模拡大や起業などによる経営発展を支援する。

立入検査・巡回指導の実績（件数）

201 205 201 201 

52 56 53 50 
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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） 0463-58-0333

所属長評価

･技術開発については、概ね目標達成できたことから、それらの結果を生かして、次
年度以降の技術開発に取り組むとともに、技術開発の成果が普及できるように、試
験成績発表会などを通じて、農業者等に周知を図ってます。
・農薬販売者等に対する立入検査は、今年度、新たに発生した病害の調査等のため
に、実施が後送りされていたが、第４四半期に精力的に実施することで目標達成が
できました。
・中核的農業者の育成は、目標どおり５経営体で方向性を整理しました。今後、整
理した経営の方向性が実現できるように、必要に応じた助言等を行います。

　今期は、技術開発については、28年3月に竣工しましたＩＣＴ温室において環境制
御装置の動作確認を兼ねた試験栽培を実施するとともに、スーパー等の実需者に消
費者ニーズの聞き取り調査を行いました。また、その他については、来期からの試
験実施に向けて研究計画の立案や共同研究先との協議、試験作物の作付け等を行い
ました。
　農薬販売業者等に対する立入検査、巡回指導は前年度より実績は少ないものの、
今後計画的に実施するとともに、中核的農業経営体の育成では、専門家によるコン
サルタントに向けて、法人化を目指す農業経営体と打ち合わせを行い、相談内容の
整理等を行いました。
　来期以降も目標達成に向けて計画的に業務を進めてまいります。

　今期は、技術開発については、ＩＣＴ温室において本格的な試験栽培を開始し、
収穫調査を始めるとともに、その他の試験も順調に進めました。
　農薬販売業者に対する立入検査等は、今期も前年度より実績は少なくなっていま
すが、年間計画通り業務を実施しました。また、中核的農業経営体の育成について
は、法人化に向けた専門家によるコンサルタントの実施や農業経営改善計画の作成
支援により、支援対象の農業経営体が認定農業者として認定されました。
　来期以降も目標達成に向けて計画的に業務を進めてまいります。

　今期は、技術開発については計画通り順調に進みました。また、中核的農業経営
体の育成についても引き続き専門家によるコンサルタントの実施や巡回指導を実施
しました。
　農薬販売業者に対する立入検査等については、新たな病害発生に伴い、現地調査
等を行っていたため、今期の実績も目標を下回る結果となりました。最終期に向け
て目標を達成できるよう精力的に立入検査等を進めてまいります。

・今期は、技術開発については、①環境制御システムの経営モデルの構築に向け、
経営の目標規模、収穫物の仕向け先から４タイプに分けてモデルを構築することが
有効であること、②ダイコン「湘白」の安定生産のための適正な植栽密度等やその
加工特性の取りまとめ、③牛ふん堆肥を使用した新たな混合堆肥の製造販売に向け
た課題を解決、など、計画通り順調に進みました。
・農薬販売者に対する立入検査等について、今期、集中的に実施することで、年間
の目標数を達成しました。
・中核的農業経営体の育成では専門家によるコンサルティング、巡回指導の結果、
５経営体の課題を抽出し、課題解決に向けた具体策とスケジュールを整理しまし
た。


