
局名 部名

環境農政
局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

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

50 15 15 15 15

※実績は、5戸での延回数

 (1) 酪農家における後継牛確保を支援するため、
　　モデル農家の後継牛確保プランについて実施検証します。

＜モデル農家での検証＞

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

モデル農家での検証回数 60

　１　「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酪農業の新たな振興策として、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。

（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 http://www.pref.kanagawa.jp/div
/1622/

所属のホームページ

畜産技術センター

室・課（出先機関は所属）名

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、県民の皆様に高

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、

担い手の育成・確保を行っています。

第１号様式

所属進行表

当センター自慢の和牛です!！

この牛は、この撮影翌日に出荷され、
A5の格付けをうけました!
皆さんのお口に届きましたか??

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 40 40 40 40

上記以外の職員 24 26 27 28

計（人） 64 66 67 68

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 113,202 12,431 21,101 31,695 33,723 13,520 112,469

維持管理費 26,886 3,788 5,975 7,672 7,432 1,897 26,764

計 140,088 16,219 27,076 39,367 41,155 15,417 139,233

142,708 94,950 147,761 97,911 483,330

158,927 122,026 187,128 139,066 15,417 622,564

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

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


　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

14 3 5 3 6

　　〔ＯＰＵの実施方法、卵子の状況等〕

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

4 0 0 0 4

―
農家選定
4戸

設置機器
検討

設置中
1戸

設置済
4戸

 (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。

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：戸)

累計

モデル機器設置数

実績　　　　　　　　　　(単位：頭)

累計

17

進行状況 ―

 〔サーモグラフィーでの環境調査〕 〔部会での研修会〕 　〔後継牛確保プランの実施検証〕

実施頭数

　２　「粉塵低減技術開発による悪臭拡散防止対策」の推進

　都市の中に共存している本県の畜産業にあっては、
周辺住民と調和を図り経営を行うためには、臭気対策
が大きな課題となっています。
　これら臭気は、畜舎等の粉塵とともに周囲へ拡散す
る性質があることから粉塵の低減技術を開発し、臭気
の拡散防止対策を推進します。

＜実証モデル機器の設置＞

　粉塵低減技術の開発と実証試験のためにモデル農家を選定し、モデル機器を設置します。

＜ＯＰＵの実施＞

項目
年間目標
（計画）

4

※　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。



第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20 0 9 5 2

〔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

＜枝肉品質の検証＞

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

50 22 21 46 19

　４　「肥育牛経営における収益性の向上支援」の推進

　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や当所の施設案内等を
実施します。

枝肉品質の検証数 108

項目
年間目標
（計画）

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

　県内の肉牛肥育経営は、肥育素牛の高騰や飼料価格の高止まり
により、収益性が悪化しています。そこで、収益性を高めるため
に生産枝肉の品質向上を支援します。

　枝肉の脂肪酸組成を光学的に計測し、結果を生産者にフィード
バックすることにより、生産枝肉の品質の向上を図ります。

　

実施回数 16

＜食育出前講座等の実施＞

項目

　３　畜産に対する理解の促進

年間目標
（計画） 累計

実績　　　　　　　　　　(単位：回)

〔粉塵対策モデル事例・遮蔽物とミスト散布による粉塵の拡散抑制〕

〔計測風景〕



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

046-238-4056連絡先（電話番号）

所属長評価

　概ね順調なスタートを切りました。
　「かながわ酪農活性化対策」や「肥育牛経営における収益性の向上
支援」については、計画どおりに事業を進めることができました。
「食育出前講座等の実施」においては、第１四半期の実績はありませ
んでしたが、既に今後の実施が見込まれています。また、｢粉塵低減
技術の開発」においてもモデル農家の選定が概ね終了し、具体的な対
策方法の検討に入っています。
　今年度は新たな｢試験研究構想｣｢普及指導基本計画」が策定され、
職員一同心機一転事業目標の達成に向けて努力しているところです。

　「かながわ酪農活性化対策」「肥育牛経営における収益性の向上支
援」については、第２四半期に引き続き順調に事業を進めることがで
きました。特に「肥育牛経営における収益性の向上支援」について
は、第３四半期で年間目標を上回ることができました。
　「食育出前講座等の実施」については、例年多くの方々に参加いた
だいている当所施設案内の実施回数がやや少ない状況でしたが、出前
講座を多数実施し、順調に進めることができました。
　若干の遅れが出ている｢粉塵低減技術の開発」についても、目標で
あるモデル農家４戸を選定し、１戸で具体的な機器設置を開始してい
ます。残りの３戸についても、まもなく機器の設置を開始する予定と
なっています。

　「かながわ酪農活性化対策」「肥育牛経営における収益性の向上支
援」については、順調に事業を進めることができ、年間目標を上回る
実績となりました。「粉塵低減技術による悪臭拡散防止対策」につい
ても年度内に計画した全ての機器設置が終了し、効果の検証を進めて
います。「食育出前講座等の実施」においては、例年多く方々におい
でいただいている施設案内がやや少なく計画を下回りましたが、出前
講座に参加された子供達やご父兄からは「家畜のことがわかり、楽し
いだけで無く有意義でした］等の感想をいただきました。
　以上のように畜産の生産性の向上や環境対策、理解向上等所期の目
的を達成できました。今後ともなお一層進めていきたいと思います。

「かながわ酪農活性化対策」は、飼料価格の高騰や販売価格の低迷か
ら飼養頭数の減少している酪農家の後継牛を確保して経営の効率化を
目指すものですが、具体的な後継牛確保策であるＯＰＵも確保プラン
を実践するモデル農家の検証ともに計画の20％増の実績を上げること
ができました。
　肉用牛農家の支援である「枝肉品質の検証」については、生産者か
らの要望も多く、目標の2倍以上の実績をあげ、県内産和牛のブラン
ドの振興に寄与できました。
　都市に位置する本県の畜産業において、欠くことのできない臭気対
策の実現を目指した「粉塵低減技術開発による悪臭拡散防止対策」で
は、H28年度には養豚経営をモデルとして４戸に対策モデル機器を設
置し、実証試験を開始しています。
　最後にこれら都市の中で厳しい経営を展開している本県畜産に対す
る理解の促進を図るため、食育出前講座等を積極的に実施しました。
H28年度は、例年多くの方々に来所いただく施設案内がやや少ない実
績でしたが、小学校や地域の子供会等への出前講座を通して畜産への
理解を深めていただくことができました。
　以上のとおり、各計画に基づき適切に業務を実施し、数値目標を上
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
務運営に創意工夫してまいります。

　「かながわ酪農活性化対策」や「肥育牛経営における収益性の向上
支援」については、第１四半期に引き続き順調に事業を進めることが
できました。「食育出前講座等の実施」においては、夏休みを利用し
た講座や施設案内等を多く実施しました。また、｢粉塵低減技術の開
発」においてもモデル農家の選定が終了し、具体的な対策方法の検討
を行っているところです。


