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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　支出の状況 (単位：千円)

（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。

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（出先は所属）名 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

http://www.pref.kanagawa.j
p/cut/f45003/

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

項目 (再)配当額

事業費 11,774 592 1,469 3,730 3,540 555 9,886

維持管理費 3,042 306 466 698 987 585 3,042

計 14,816 898 1,935 4,428 4,527 1,140 12,928

51,461 33,519 52,037 34,934 171,951

52,360 35,453 56,465 39,461 1,140 184,879

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/cut/f45003/
http://www.pref.kanagawa.jp/cut/f45003/


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

1,296 297 298 243 253

319 287 272 172

7,020 1,916 1,507 1,226 1,796

1,788 1,753 2,074 1,582

普及指導によるのべ受講者数の実績と最終目標

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

18 2 10 4 2

　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）

指導実績回数・のべ指導人数　　　　（単位：回・人）　

累計
講習会・巡回指導の実施
回数 1,091

（前年度実績） 1,050
講習会・巡回指導の受講
者数 6,445

（前年度実績） 7,197

タブレットを使った普及指導は、
3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
りました。

（写真は、スイカの生育状況の調
査と検討を行っているところ）

　普及指導の中でも特に力を入れていることは、次世代の三浦半島地域の農業の担い手を育
成・確保することです。そのため、新規就農後概ね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、経営を移譲される時を控えた就農10年程度の青年農業者を
対象にステップアップセミナーを開催しており、４月に受講生を募集し、５月開講していま
す。

項目 年間目標
実績回数　　　　　　　　　（単位：回）　

累計

集合研修の実施回数 18
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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 18 17 17

上記以外の職員 5 6 6 5

計（人） 22 24 23 22
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

28年度

27年度

28年度累計

27年度累計

今年度の目標



農業基礎セミナー等受講者数 (単位：人)

平成28年度 27年度 26年度

１年目 8 11 19

２年目 11 19 9

１年目 8 5 6

２年目 5 6 10

３年目 6 10 8

（写真は、経営に関する研修会の様子）

②　マーケット・インに基づいた普及指導（「三浦半島野菜」ダイコン、キャベツ）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

③　環境にやさしい新技術の普及指導

マリーゴルド`エバーグリーン'の年別作付面積

単位 平成28年度 27年度 26年度

ａ 1,200 840 300

戸 50 33 20

農業基礎セミナー

ステップアップ
セミナー

「農業セミナー」は新たに農業を始められた方を
対象に、1年目と2年目それぞれ年間10回(内5回は
1･2年目合同)の集合研修と受講者それぞれの農場
を訪問して現場指導を行っています。

経営移譲される前に、将来の農業経営に向け
たビジョンを考える参考とするため、経営に
対する考え方、税制について、生産物の利活
用についての集合研修と受講者それぞれの農
場を訪問して課題の抽出、解決など行う個別
指導を行っています。

（写真は、県内の優秀な農業経営体の見学を行い、
　気象対策や出荷配分など経営リスク分散について
　学んでいるところ）

項目 実績・進捗状況

◇ダイコン
今後も三浦半島における冬作の主力を担うこ
とが予想され、品質はもとより近年の異常気
象、根内部の変色、用途などを考慮した優良
品種の導入・普及を行うため展示ほを設置し、
結果を伝達し、作付け品種について助言を行
います。

ダイコン品種比較展示ほの展示品種について
決定前のヒアリングまで終了しました。キャ
ベツ品種比較展示ほの展示品種を決定しまし
た。

ダイコンおよびキャベツの品種比較展示ほで
播種を行いました。

導入面積

作付実施者

◇キャベツ
ダイコンと共に重要な位置を占めており、生育
の安定性、収穫作業性、出荷荷姿に対する適
応性に優れ、より市場評価の高い品種の導入
を進めていくため、品種比較展示ほを設置し、
生産から販売結果まで検討し、結果を伝達
し、作付け品種について助言を行います。

ダイコン（年内どり、加工用年内どり）およ
びキャベツ（11月どり、12月どり）展示ほで
調査および検討会を実施しました。

ダイコン（年明けどり、加工用年明けどり）
およびキャベツ（１月どり、２月どり）展示
ほで調査および検討会を実施しました。ま
た、ダイコンの導入品種アンケート結果をと
りまとめました。

　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、作付期間中に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・普及を図ります。また、作付けに当たり簡易なは種方法を検討も行いながら、環境
への影響を抑えたダイコンの安定生産を支援しています。



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

２　試験研究業務実績 

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

地球温暖化に対応した生産技術の開発
・夏季高温によるスイカ裂果対策技術
・夏季高温下の燻蒸剤使用時における被
覆効果
・冬春ダイコンの生育・収穫期などへの
温暖化影響評価

スイカ果実におけるコーティング剤の効果を調査し
ました。

燻蒸剤処理前後のセンチュウ密度を調査し、
処理後の効果を検証するためダイコンの播種
を行いました。
冬春ダイコンの温暖化影響評価を行うため、
作期移行試験を実施し、生育調査を実施しま
した。

燻蒸剤処理後のダイコンについて、収量及び
センチュウ被害度を調査しました。
冬春ダイコンの作期移行試験による生育及び
内部品質への影響について調査しました。

冬春ダイコンの生育及び内部品質を調査しま
した。

項目 実績・進捗状況

三浦半島における難防除病害虫に対する総
合的病害虫防除管理（ＩＰＭ)技術の確立
・緑豆を用いたダイズシストセンチュウ防除法
の開発
・ダイコン黒斑細菌病の発生生態に対応した
防除法の検討

緑豆の播種方法の違いによるによる作業性と
発芽率を比較しました。

緑豆のダイズシストセンチュウへの効果を検
証するため、現地圃場で試験を行い、栽培期
間中の地温や緑豆の生育、センチュウ密度な
どを調査しました。
ダイコン黒斑細菌病防除のための品種および
薬剤の違いによる試験の播種、薬剤処理を実
施しました。

緑豆すき込みによる殺センチュウ効果などの
試験結果についてとりまとめを行いました。
ダイコン黒斑細菌病防除のための品種および
薬剤の違いによる試験を実施している圃場を
管理し、3月の調査に備えました。

ダイコン黒斑細菌病防除のための品種および
薬剤の違いによる試験の調査を実施しまし
た。

項目 実績・進捗状況

三浦半島地域における新たな作目・品種
の探索による特産品の開発
・トンネルメロンの優良品種選定
・3月どり早春キャベツの優良品種選

トンネルメロンの栽培が終了し品種ごとの調
査データを取りまとめました。

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。

キャベツの栽培管理を行い、3月からの調査に
備えました。

収穫調査を実施しました。



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

普及指導課では、指導実績回数・のべ指導人数は前年度を上回る結果
とでした。また、マーケット・インに基づいた普及指導についても計
画どおり実施しました。研究課では、ダイコン、キャベツなどの秋冬
作物の栽培はほぼ終わり、データを取りまとめ中です。概ね計画どお
りです。

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7月14日の成績発表
会に向け準備中です。

普及指導課では、ほぼ計画どおり、普及指導活動を実施できました。
研究課では、夏作もほぼ終わり、データの集計中です。また、秋冬作
の準備を行っており、ほぼ計画どおり実施中です。

046-888-3385連絡先（電話番号）

所属長評価

普及指導課では、H28年度のはじめとして、各種展示圃の調整、農業
セミナーの開講等計画どおり実施できました。
研究課では、スイカ、メロン等の夏作の作付は順調にでき、生育調
査、データの整理等実施中です。普及指導課、研究課とも計画どお
り、実施中です。

普及指導課では、普及指導活動実績がやや計画を下回っていますが、
その他事業は、概ね順調に実施できました。
研究課では、ダイコンなど収穫調査が終わった品目では現在データの
集計中です。また、1月以降の収穫調査の品目では、調査に備え栽培
管理を続けています。概ね計画どおり実施中です。


