
局名 部名

環境農政局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注１）「財産売払収入」は当所で生産したサザエ種苗と漁業指導調査船「江の島丸」の資源調査によって漁獲した
　　　　サバ等の売払収入です。
（注２）「受託事業収入」は外部の機関から委託を受けた研究費です。
（注３）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４）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注５）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
す。

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1730/

所属のホームページ

水産技術センター

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

 水産技術センターでは、主に次の仕事をしています。 

①魚介類の資源量、管理技術、生態系等の調査研究を行ってい

ます。 

②サバやイワシ等の漁況情報や、海流・貧酸素等の海況情報を

発信しています。 

③漁業者の経営安定化に向けた指導や、技術の普及などを行っ

ています。 

④水産物の利用、加工、流通に関する調査研究を行っています。 

⑤漁業者の要望の多い魚介類の生産、増殖、放流技術の研究の

ほか、防疫検査も行っています。 

⑥漁業調査指導船による魚類資源調査や海洋観測調査を行って

います。 

⑦県管理海域での違法操業や密漁などに対して取締を行ってい

ます。 

⑧漁業無線による漁船の安全操業に関する情報の提供や、海難

事故の通報等を行っています。 

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

年間計画額

20,255 9,799 4,439 3,597 2,565 708 21,108

18,200 1,100 12,747 2,130 618 200 16,795

1,548 1,340 29 17 243 1,630

40,003 12,239 17,216 5,744 3,427 908 39,534

項目 (再)配当額

事業費 144,029 7,086 11,785 18,350 99,255 4,446 140,923

維持管理費 86,613 7,530 11,471 18,092 29,179 19,141 85,413

計 230,643 14,616 23,257 36,442 128,434 23,588 226,336

167,242 115,140 173,878 119,245 575,506

181,858 138,397 210,320 247,679 23,588 801,842

△ 169,619 △ 121,181 △ 204,575 △ 244,253 △ 22,680 △ 762,308

収
入

収入科目 収入済額

財産売払収入（注1）

受託事業収入（注2

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注4）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注3）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 53 56 56 56

上記以外の職員 15 23 22 16

計（人） 68 79 78 72

配置職員数
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Ⅳ　業務実施状況

１　新たな種苗対象魚種の生産試験 

２　貝類・藻類養殖の促進

３　魚病の発生や蔓延防止のため、漁業者等への巡回指導

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

6 1 1 1 4

第４・四半期

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

アサリの垂下養殖篭設置（１カ所）
カキ、ホタテガイ、ハマグリの養殖指導（３カ所）
ワカメフリー配偶体（６種類を海中で飼育中）
ハバノリフリー配偶体（養殖中、一部収穫。H26年産配偶
子採取及び培養中）

項目
年間目標
（計画件

数）

  貝類（アサリ・ホ
タテガイ等）の養殖
指導や、新しい技術
（フリー配偶体）を
導入した種苗生産試
験（ワカメ・ハバノ
リ）に取り組み、安
定的な貝類・藻類の
養殖を促進します。

第１・四半期

第２・四半期

項目

　昨年度から取り組
んでいるナマコの種
苗生産試験につい
て、安定した生産技
術の確立に向けて、
さらに研究を進めま
す。

実績・進捗状況

10月に成長の良い稚ナマコ約500
尾、12月に残りの稚ナマコ約
3,100尾を東京湾に放流し、生産
試験を終了しました。今年度の生
産数は約3,600尾でした。

試験終了

親ナマコに採卵誘発剤を投与し、
採卵を試みたところ、計画数の受
精卵が得られました。順調に孵化
し、浮遊幼生を経て、慎重に水
温、水質、餌等を管理しながら着
底期の稚ナマコを飼育中です。

アサリの採苗袋設置（1カ所）
アサリの垂下養殖篭設置（１カ所）
カキ、ホタテガイ、ハマグリの養殖指導（３カ所）
ワカメフリー配偶体（６種類を海中で飼育中）
ハバノリフリー配偶体（一部沖出し。一部培養中及びH26
年産配偶子採取）

アサリの採苗袋設置（1カ所）
アサリの垂下養殖篭設置（１カ所）
カキ、ホタテガイ、ハマグリの養殖指導（３カ所）
ワカメフリー配偶体（６種類入手し、培養中）
ハバノリフリー配偶体（培養中）

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

放流時の稚ナマコ
（12月19日撮影）

実績・進捗状況

第３・四半期

アサリの採苗袋設置（２カ所）
アサリの垂下養殖篭設置（１カ所）
カキ、ホタテガイ、ハマグリの養殖指導（３カ所）
ワカメフリー配偶体（６種類入手し、培養中）
ハバノリフリー配偶体（培養中）

着底期の稚ナマコ
（９月12日撮影）

幼生期のナマコ
　  (６月４日撮影）

 着底期の稚ナマコを、餌、水
質、水槽の汚れ等を管理しながら
継続して飼育しています。成長に
個体差が大きいものの、最も成長
の良い稚ナマコは体長約７cmに育
ちました。

第４・四半期

巡回指導件数 7

項目
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４　研究員の業績発表件数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

13 0 1 12 2

５　種苗生産数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

650,000 357,490 139,500 109,000 7,000

10,000 0 22,900 0 0

６　漁業無線業務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

180,000 48,208 49,110 48,463 48,437

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

論文等発表件数 15

項目
年間目標
（計画個

数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：個）　

累計

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：通）　

漁業の指導監督に関する通信数 194,218

項目
年間目標
（計画
数）

トラフグ 22,900

累計

項目
年間目標
（計画件

数）

　　　　　　　　　さざえの給餌 　　体長５cmに成長したトラフグ

612,990さざえ
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７　漁業指導調査船（江の島丸）による漁海況や資源管理等に関する調査

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

116 29 27 28 36

８　漁業取締業務

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

86 20 22 20 15

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

巡回指導・取締 77

海況調査・サバ類資源
調査等の調査日数 120

項目
年間目標
（計画日

数）

項目
年間目標
（計画日

数）

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：日）　

累計

046-882-2311連絡先（電話番号）

所属長評価

　今期は、各業務とも概ね順調なスタートが切れました。第1四半期
の実績がない項目がありますが、トラフグは例年第2四半期に放流
し、論文等の発表は今後調査結果をまとめることとしています。2年
目になるナマコ種苗生産は、昨年の経験を活かして慎重に飼育して
いきます。

 各業務とも概ね順調に実施されています。今年２年目になるナマコ
の種苗生産は、昨年度より一桁多く生産できました。藻類養殖はこ
れからが本番ですので、漁業者の皆さんとともにしっかり取り組み
ます。

 各業務とも概ね当初の目的を達成することができました。当セン
ターが新たに取り組んだ、ナマコの種苗生産や貝類・藻類の研究も
順調に推移しており、速やかに漁業者へ技術移転ができるよう、引
き続き研究に取り組んでまいります。

 各業務とも概ね順調に実施できました。藻類養殖では、漁業者の皆
さんと共同して、所内でフリー配偶体から培養したワカメやハバノ
リを海に戻して育成試験を続けたところ、一部は収穫できるまで順
調に生育し、この試験の知見を得ることができました。

　各業務とも概ね順調に実施されています。貝類養殖指導や藻類
の試験は生育環境に注意を払いながら取組みます。

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：日）　

累計

サバ類資源調査 

漁業取締船 たちばな 
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