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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況
(単位：千円)

研究課育成カンキツ新品種「湘南ゴールド」 普及指導員の｢湘南ゴールド｣摘果指導

所属

室・課（出先機関は所属）名 所属のホームページ

農業技術センター足柄地区事務
所

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1614/

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29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）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

当地区事務所には根府川にある研究課と開成町にある普及指導課の２つ

の課があります。

○研究課の主な業務

・カンキツ類、キウイフルーツ等の高品質安定生産技術の開発

・カンキツ類の新品種育成

・カンキツ類等新品種の地域適応性検定試験

○普及指導課の主な業務

・小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱

根町、真鶴町及び湯河原町の2市8町の農業者(茶については県下全域）

を対象に農業生産技術や農業経営の改善に向けた普及指導活動

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

項目 (再)配当額

事業費 9,325 1,544 2,248 2,370 2,516 647 9,325

維持管理費 4,175 1,007 454 218 2,258 239 4,175

計 13,501 2,551 2,702 2,589 4,774 886 13,501

51,245 34,339 53,537 35,381 174,500

53,795 37,040 56,125 40,154 886 188,001

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1614/


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

1,300 399 300 279 262

1,300 497 405 330 251

10,000 2,382 1,882 1,496 1,902

10,000 2,755 2,397 1,689 1,940

２　事業実施状況

　①　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

230 66 55 43 51

230 68 54 53 94

500 137 108 110 110

500 184 156 130 183

項目 年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　（単位：回・人）　

累計

　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す。

講習会・巡回指導の実施回数 1,240

（前年度実績） 1,483

講習会・巡回指導の受講者数 7,662

（前年度実績） 8,781

　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・販売方式の改善等による
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

個別指導・集合研修の実施回数 215

（前年度実績） 269

個別指導・集合研修の受講者数 465

（前年度実績） 653
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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 17 19 19 19

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 20 22 22 22

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

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

Ⅴ　業務運営に関する評価

第１四半期

第２四半期

調査研究展示ほ（２か所：スモモ、コギ
ク）、研究成果導入展示ほ（１か所：ト
マト‘湘南ポモロン’）、環境保全型農
業普及展示ほ（１か所：茶）、薬膳料理
用農産物実証栽培（３か所：トウガン、
ヤブカンゾウ、ニンニク）　計７か所の
うち
・研究成果導入展示ほ
・薬膳料理用農産物栽培展示ほについて

・県育成トマト品種‘湘南ポモロン’の露地栽培
における栽培適応性の検討
・薬膳料理用農産物栽培普及のためのトウガンの
栽培検討

・県育成トマト品種‘湘南ポモロン’の露地栽培
における栽培適応性の検討結果とりまとめ
・薬膳料理用農産物栽培普及のためのトウガンの
栽培検討、ニンニク、ヤブカンゾウの栽培検討調
整

・薬膳料理用農産物栽培普及のためのニンニク、
ヤブカンゾウの栽培検討

・薬膳料理用農産物栽培普及のためのニンニク、
ヤブカンゾウの栽培検討

３　業務実績

　①　実証展示圃ほの設置

　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、農家ほ場において技術の実証
や調査活動を行います。

項目 実績・進捗状況

　②　試験研究業務実績（全8課題のうち2課題について実績・進捗状況を記載しています。）

項目 実績・進捗状況

新規性・独自性に着目したかながわ特産
品の開発のうち
・カンキツ等有望系統、品種の適応性試
験

H27年度成績とりまとめ・発表
栽培管理及び生育・開花調査

摘果、施肥、防除等の管理。なお、果実や樹体の
調査は11月より行う。

栽培管理及び品質調査、樹体調査

収量調査、品質調査、樹体調査、剪定・施肥等栽
培管理

項目 実績・進捗状況

新鮮で安全な農畜産物を安定して提供す
るための技術開発のうち
・本県育成の柑橘品種‘湘南ゴールド’
の連年結実に向けた樹体管理技術の検討

H27年度成績とりまとめ・発表
試験区の設置、栽培管理及び生育・開花調査

摘果、施肥、防除等の管理。植物調整剤の散布。

栽培管理及び品質調査、

収量調査、品質調査、樹体調査、剪定・施肥等栽
培管理

今期、普及指導課においては、新規就農者及び青年農業者等の育成支援
のため、農業セミナーを開催したり、農業青年クラブの活動を支援する
など、計画的に、目標達成に向けた取り組みをしました。また、各種実
証展示ほを設置し、調査を行いました。
一方、研究課においては、平成27年度課題の成績をとりまとめ、農業者
等に発表しました。また、平成28年度の課題について、試験区の設定、
栽培管理、生育・開花調査等を計画的に行いました。

今期、普及指導課においては、引き続き、新規就農者及び青年農業者等
の育成支援のため、農業セミナーを開催したり、農業青年クラブの活動
を支援するなど、計画的に、目標達成に向けた取り組みをしました。ま
た、各種実証展示ほの調査や結果とりまとめを行いました。
一方、研究課においては、本年度の試験実施のための各種処理、栽培管
理、樹体生育調査および果実の肥大や品質調査等を計画的に行いまし
た。



第３四半期

第４四半期

総合評価

連絡先（電話番号）
0465-83-5111（普及指導課）
0465-29-0506（研究課）

所属長評価

今期、普及指導課においては、引き続き、新規就農者及び青年農業者等
の育成支援のために農業セミナーを開催しました。さらに、農業青年ク
ラブの活動を支援するなど、計画的に、目標達成に向けた取り組みをし
ました。また、薬膳料理用農産物栽培普及展示ほの調査および結果取り
まとめを行いました。
一方、研究課においては、本年度に設定した試験区について、果実の肥
大状況や収穫量および品質の調査等を計画的に行いました。

今期、普及指導課においては、引き続き、新規就農者及び青年農業者等
の育成支援のために農業セミナーを開催しました。さらに、農業青年ク
ラブの活動を支援するなど、計画的に、目標達成に向けた取り組みをし
ました。また、設置した各種実証展示ほについて調査、取りまとめを行
いました。
一方、研究課においては、各試験区の果実肥大状況や品質調査を引き続
き行うと共に、今年度の試験成績のとりまとめ、及び次年度の試験設計
の検討を行いました。

　今年度、普及指導課においては、農業者に対する講習会や巡回指導、
および新規就農者や青年農業者育成のための農業セミナーおよび農業青
年クラブの活動支援について、実施回数においては年間目標をほぼ達成
しました。一方で、受講者数では目標をやや下回りました。これは、農
業者の実情に即した、きめの細かい個別指導に重点を置いたことなどが
原因と考えられます。来年度は個別指導と並行して、集団指導にも力を
入れることにより、目標を達成できるよう努めてきます。
　研究課では、カンキツ新系統の本県への適応性の検討および‘湘南
ゴールド’等カンキツ類の収量・品質向上のための試験を年間計画どお
り行いました。


