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環境農政局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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/1732/

所属のホームページ

水産技術センター相模湾試験場

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

相模湾試験場です。

当場では、主に、次の調査や試験、研究、指導業務を行っています。

・相模湾の水産資源や漁況(マアジ、ブリ等の漁獲量の予測など)

・相模湾の海況(流速の速い潮＝急潮や海の変化の予測など)

・相模湾の沿岸海域の環境(河口周辺の海底や岩礁帯など)

・漁具漁法の改良開発(定置網の防災対策や安定出荷対策など)

・藤沢市～湯河原町の漁業者の研究活動の指導(水産業普及指導業務)

県民の皆さんに、相模湾で獲れた新鮮なお魚をもっとたくさん提供でき

るように漁業者とともに頑張っています。

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

自航式水中カメラ（ＲＯＶ）

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

1,880 342 1,183 1,525

0

0

1,880 0 0 0 342 1,183 1,525

項目 (再)配当額

収
入

収入科目 収入済額

受託事業収入

収入計(A)

支出済額

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　定置網漁業の生産量を安定させることで地場産水産物の安定供給を図る。 

第１・四半期

実績・進捗状況

　今年３月に更新された大型定置網２漁場
において、自航式水中カメラ（ＲＯＶ）を使用
した碇（いかり）の固定状況の調査を実施し
た。

（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）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３）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。

項目

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

1,880 342 1,183 1,525

0

0

1,880 0 0 0 342 1,183 1,525

項目 (再)配当額

事業費 146,578 660 1,716 51,303 87,741 3,078 144,497

維持管理費 6,817 503 467 510 1,984 3,187 6,651

計 153,395 1,162 2,184 51,813 89,725 6,265 151,149

29,088 19,161 29,779 20,856 98,885

30,250 21,345 81,592 110,581 6,265 250,034

△ 30,250 △ 21,345 △ 81,592 △ 110,239 △ 5,082 △ 248,509

収
入

収入科目 収入済額

受託事業収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 10 10 10 10

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 13 13 13 13

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1732/


第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

２　酒匂川の濁流による周辺海域影響調査を実施する。 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

　今年３月に更新された大型定置網２漁場
の漁獲量と漁獲金額の調査を行った。その
結果、漁獲金額が前年同時期の１．９～２．
１倍に増加していた。

　引き続き、更新された大型定置網２漁場の
漁獲量と漁獲金額の調査を行った。その結
果、１～１２月の漁獲量が前年同時期の１．
２～１．３倍、漁獲金額は１．５～１．６倍に増
加していた。
　また、１２月に自航式水中カメラ（ＲＯＶ）を
使用した調査を実施し、１漁場について碇
（いかり）の固定状況を確認した。

引き続き、更新された大型定置網２漁場の
漁獲量と漁獲金額の調査を行ない、その成
果を報告書として取りまとめた。

実績・進捗状況

　関係機関と今年度の調査計画の詳細を調
整したうえで契約を締結した。

酒匂川河口に沈んでいる流木の引揚作業
の実施にともない、流木の位置と状況の確
認をするため水中カメラ調査を実施した。

　流木の引揚作業の実施にともない、１０月
に水中カメラ調査を実施し、引き揚げ作業
担当部署に流木の位置データと画像データ
を提供した。
　また、海域の環境への影響を把握するた
め、１１～１２月に底質等を分析するための
調査を実施した。

　各測定データの解析を行い、調査結果を
取りまとめた。検討委員会において、評価を

　酒匂川から流れ込んだ大量の泥や流木が周辺海域の海底や岩礁
帯に堆積しており、これが漁場環境や水産資源に及ぼす影響につ
いて、他の機関と連携して調査研究を行う。

項目

　県下の大型定置網において漁獲物の出荷量を安定させる技術導
入を行うことにより、新鮮な地場産水産物を県民へ安定的に供給でき
るようにするとともに、本県の定置網漁業の活性化を図る。
（研究対象地域　小田原市、真鶴町）

第４・四半期

３　漁業者や漁業協同組合による地産地消の取り組みへのサポート

漁業者等生産者の水産物の直売や加工販売等への取り組み（水産業の６次産業化）をサポートする。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

2 0 0 0 0 0

４　漁業調査船（うしお）による流況や漁場環境、定置網等に関する調査

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

123 25 31 26 14 96

※2月6日廃船

５　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 累計

9 15 2 1 8 26

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

取りまとめた。検討委員会において、評価を
行い報告書を作成した。酒匂川河口漁業対
策部会において調査結果を報告した。

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：日）　

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

項目
年間目標
（計画件数）

論文等発表件数

項目
年間目標
（計画日数）

流況調査・漁場環境調査・定置網等の
調査日数

項目
年間目標
（計画件数）

６次産業化相談件数



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

相模湾試験場（0465-23-8531）連絡先（電話番号）

　今期は、定置網関係について、３月に更新された大型定置網２漁場に
おいて、自航式水中カメラ（ＲＯＶ）を使用した碇（いかり）の固定状況の調
査を実施し、計画的に目標の達成に向けて取り組みました。一方、酒匂川
の濁流関係調査については、関係機関と今年度の調査計画の詳細を調
整したうえで契約締結し、来る豪雨期の調査に備えました。

　当場の研究成果を導入して更新した大型定置網２漁場における水揚金
額を分析した結果、前年同期比1.9～2.1倍となり経営改善、単価向上に
有効であることを示した。
　酒匂川河口に沈んでいる流木について、水中カメラによる調査を実施
し、位置情報等を明らかにして漁業者の操業や流木の回収に役立てた。

所属長評価

 改良定置網２件の実績は量＝１．２～１．３倍、金額＝１．５～１．６倍で、
付加価値向上、経営改善に役立っている。また、技術支援面では自航式
水中カメラ（ＲＯＶ）を使用した調査により碇（いかり）の安全性を確認し、現
場管理に役立てた。酒匂川沖流木の引揚作業に先立ち水中カメラ調査を
実施し、効率的な引き揚げ作業に役立てた。流下土砂の影響を把握する
ため、底質等の調査を実施し現在分析中である。

　各調査結果を取りまとめ、報告書を作成するとともに、その成果について
漁業関係者ならびに県民への報告を行った。今年度は論文等の発表件
数が２６件となり、計画件数の９件を大幅に上回ることが出来た。
　また、本県の水産研究機関として漁業者や県民のニーズに応えていくた
め、老朽化した漁業調査船に替わる新しい漁業調査指導船「ほうじょう」を
建造した。

今年度は以下の目標を達成することができました。
・改良された２件の定置網は漁獲量･漁獲金額ともに向上し、経営改善等
に有効であることを示しました。
・酒匂川河口に沈んでいる流木等については、自航式水中カメラ(ROV)に
よる調査を実施し、漁業者の操業や流木等の回収に役立てました。
・老朽化した漁業調査船に替わる新しい漁業調査指導船「ほうじょう」を建
造しました。
一方、流下土砂の影響を把握するための底質等については調査を実施
し、現在分析中です。

相模湾試験場（0465-23-8531）連絡先（電話番号）

漁業調査指導船 『ほうじょう』


