
局名

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

室・課（出先機関は所属）名 所属のホームページ

所属 環境
農政局

農業技術センター北相地区事務所 http://www.pref.kanagawa.jp/div/1617/

（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）

第１号様式

所属進行表

北相地区事務所の齋藤です。

当地区事務所研究課では、安全で安心な足柄茶の提供のため

の高品質安定生産技術の開発、樹体ジョイント仕立てによるリ

ンゴ等の直売型栽培技術、地域特産物となりうる野菜・山菜類

等品目の選定と栽培技術、環境に負荷をかけない施肥削減技術

の確立等に加え、防除の難しい病害虫の生態解明と防除技術の

確立等を行っています。

また、普及指導課では、北相地域で営農する農業者への技術

支援、地域農業振興のための担い手育成支援等を行っています。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 11 11 11 11

上記以外の職員 9 9 9 9

計（人） 20 20 20 20

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 出納整理期間 累計

項目 (再)配当額

事業費 9,848 1,721 2,720 1,834 2,974 599 9,848

維持管理費 4,093 760 690 624 1,868 152 4,093

計 13,942 2,481 3,410 2,458 4,842 751 13,942

42,592 28,013 43,348 29,041 142,994

45,073 31,423 45,806 33,883 751 156,936

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

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


Ⅳ　業務実施状況

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

450 172 184 165 188 709

3,500 1,203 903 939 848 3,893

(3,224) (891) (881) (841) (611) (3,224)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

300 28 44 31 53 156

400 133 166 118 151 568

②　新規就農者及び青年農業者等の育成支援

①　普及指導活動

１　農業改良普及事業実施状況

年間目標
（計画）

実　　績　　　　(単位：延べ回・人)
項　　目

講習会・巡回指導の実施回数

講習会・巡回指導の受講者数

  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。３事業４箇所の展示ほを設置しています。

第１四半期
➢タマネギ、ヒマワリ、アスターの展示ほを
　設置し、生育調査等を実施しました。

第２四半期
➢タマネギ、ヒマワリ、アスターの展示ほの
　収穫調査等を実施しました。
➢秋作ジャガイモの展示ほを設置しました。

講習会・巡回指導の実施回数

項　　目

➢調査研究展示ほ
　（夏どりタマネギ、切花ヒマワリ）
➢調査研究導入展示ほ
　（直売向けアスター）
➢環境保全型農業普及展示ほ
　（秋作ジャガイモ）

第４四半期
➢秋作ジャガイモの展示ほの調査結果を取り
  まとめました。

　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。

　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。

講習会・巡回指導の受講者数

➢タマネギ、ヒマワリ、アスターの展示ほの
　調査結果を取りまとめました。
➢秋作ジャガイモの展示ほの収穫調査等を実
　施しました。

第３四半期

（受講者数の前年度実績）

③　実証展示ほの設置

実績・進捗状況

項　　目
年間目標
（計画）

実　　績　　　　(単位：延べ回・人)

環境保全型農業普及展示ほ

（太陽熱消毒）



第１四半期

➢ヤマトイモの植え付けを行いま
　した。
➢オタネニンジン、カンゾウは栽
　培を継続中です。

第１四半期
➢生育状況及び開花状況調査を実
　施しました。収穫調査のための
　準備を行いました。

第４四半期

➢定植７年目の収量・品質を調査
　し、取りまとめました。
➢冬期剪定、施肥等の管理を行い
　ました。

➢｢斜面における屈曲方向の影響｣
　について研究結果を取りまとめ
　園芸学会で発表しました。
➢早生品種の収穫調査を実施しま
　した。

第３四半期

➢サルによる被害が発生したので
　対策を緊急に実施しました。
➢果実収量調査、品質調査、日焼
　け果発生割合調査及び苗木の育
　成状況調査を実施しました。

項　　目 実績・進捗状況

②　果樹

③　野菜

実績・進捗状況項　　目

実績・進捗状況

果樹の超省力･多収安定生産を実現する技術の開発

➢リンゴの樹体ジョイントによる中山間地直売型栽培
　技術の開発
　　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
　ごとの栽培管理方法等
　を検討します。

第１四半期

第２四半期

項　　目

➢一番茶における生育調査、収量
　調査、荒茶製造を実施しました。

①　茶

第２四半期
➢二番茶における生育調査、収量
　調査、荒茶製造を実施しました。

第３四半期
➢生育調査、収量調査の結果を取
　りまとめました。品質調査の準
　備をしました。

第４四半期
➢品質調査、荒茶官能審査を実施
  し、調査結果を取りまとめまし
  た。

かながわらしい地産地消を推進するための技術開発

➢北相地域の特産品の開発
　　薬用植物（オタネニンジン、ヤブカンゾウ）の生
　鮮野菜としての栽培法を確立します。
➢北相地域における野菜
　類の高品質・安定生産
　技術の開発
　　北相地域特産品のヤ
  マトイモの品質向上と
  安定性産のための技術
  を開発しています。

かながわらしい地産地消を推進するための技術開発
➢茶の高品質・安定生産
　技術の開発
　　茶の新芽生育期に直
　掛け被覆を実施し、高
　品質化を図る際の、足
　柄茶に適した資材、方
　法を研究します。

２　試験研究業務実施状況

第２四半期

➢ヤマトイモの栽培試験を実施中
　です。
➢オタネニンジン、ヤブカンゾウ
　は栽培を継続中です。

第４四半期
➢オタネニンジン、ヤブカンゾウ
　は収穫調査を実施しました。

第３四半期

➢ヤマトイモの収穫調査を実施し
　ました。
➢オタネニンジン、ヤブカンゾウ
　は栽培を継続中です。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

所属長評価

第１四半期

普及指導課については、新規就農者等への技術支援、経営改善支援
等については計画どおり行いました。また、各種実証展示ほを確実に
設置しました。
研究課については、一番茶に対する被覆試験の実施、試験研究用果

樹の試験区設定および栽培管理、野菜類の試験栽培開始等を計画どお
り実施しました。

第２四半期

普及指導課については、新規就農者等への技術支援、経営改善支援
等については、引き続き、計画どおり行いました。また、各種実証展
示ほについての、調査等も順次行っております。
研究課の業務についても、収穫物の調査、とりまとめを順次行って

おります。

第３四半期

　普及指導課については、引き続き、新規就農者等への技術支援、経
営改善支援を行っております。各種展示ほについては、調査およびと
りまとめを行いました。
　研究課については、試験の終了した各種試験の調査、取りまとめを
行いました。

第４四半期

  普及指導課については、新規就農者等への技術支援、経営改善支援
等や各種展示ほの調査について、計画どおり実施しました。
　研究課については、各種試験の調査・取りまとめ並びに試験成績書
の作成について、順次、行いました。

総合評価
  普及指導課、研究課ともに、年間計画をふまえ、適時、栽培管理、
調査・とりまとめを行い、成績書の提出・発表に向けた準備を行いま
した。

連絡先（電話番号） ０４２-６８５-０２０３


