
局名 部名

環境農政局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

（注１）「財産売払収入」は当所で生産したサザエ種苗と漁業調査指導船「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２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

所属
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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稚魚や稚貝の生産、増殖、放流

などの研究・開発 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。 

海況速報 

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

20,561 9,961 4,437 552 5,453 1,041 21,444

21,858 1,100 2,809 12,288 1,992 -100 18,090

1,717 1,051 20 14 63 1,148

44,136 12,113 7,266 12,854 7,508 941 40,681

項目 (再)配当額

事業費 155,303 9,553 28,019 76,938 22,298 5,152 141,960

維持管理費 80,078 6,914 11,395 17,811 37,319 4,847 78,285

計 235,381 16,467 39,414 94,749 59,616 9,999 220,245

166,819 113,359 170,548 117,271 567,997

183,285 152,773 265,298 176,887 9,999 788,242

△ 171,173 △ 145,507 △ 252,444 △ 169,379 △ 9,058 △ 747,560

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）
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Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　新たな種苗対象魚種の生産試験 

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。稚ナマコの
成長には大きな個体差がみられて
おりますが、最もよく育っている
ものは体長約７cmになっていま
す。

項目

　平成25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。

【ナマコの採卵】

12月9日に横須賀市の久里浜港内
において、横須賀市東部漁協久里
浜支所立会いのもと放流を行いま
した。これまでにない大型の種苗
で、598個体の体長は4.0～
110.5mm（平均44.2mm）、合計体
重3.1kg（平均5.2ｇ）でした。

3月9日から、採卵用の親ナマコと
して横須賀市東部漁協久里浜支所
の漁業者が漁獲した親ナマコ60個
体の養成を始めました。採卵は５
月末までの予定で、養成期間は
２ヶ月以上に及びますが、サザエ
稚貝の残餌と糞を餌に、良いコン
ディションを維持しています。 親ナマコの養成水槽

第４・四半期

第３・四半期

実績・進捗状況

第１・四半期

親ナマコ（青ナマコ）に産卵誘発
剤を投与して採卵を行い、計画数
どおりの受精卵が得られました。
浮遊幼生は順調に孵化しました
が、水槽内に外敵生物であるシオ
ダマリミジンコが侵入しました。
着底後の稚ナマコは減耗している
模様ですが、慎重に水温・水質・
餌を管理して飼育中です。

第２・四半期

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 55 56 55 55

上記以外の職員 21 22 20 16

計（人） 76 78 75 71

配置職員数
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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

10 3 3 2 2

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 7 5 8

トリガイの養殖カゴ

累計

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

トリガイの試験操業では漁場が見
つけられませんでした。ホタテガ
イは11月から4000枚規模で養殖を
開始しました。マガキは新らしい
漁場での養殖を開始しました。ワ
カメ配偶体から４系統のワカメ種
糸を作成し、漁業者のワカメ養殖
場に展開しました。ハバノリは12
月に鳥羽産のフリー糸状体を用
い、種綱への採苗および福浦地先
への沖出しを行いました。

育成中のﾜｶﾒ種糸

項目 実績・進捗状況

20

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

年間目標
（計画件
数）

横浜市漁協のホタテガイ養殖は4月末で全て取り上げ、生
残率87％で約2000枚を販売しました。新規養殖種のトリガ
イは、5月から養殖を開始しました。ワカメとハバノリ用
の恒温装置を整備しました。４月から新たに県内産と宮城
県産の4系統のワカメ胞子葉から遊走子を採取し培養を開
始しました。

論文等発表件数

巡回指導件数 10

第４・四半期

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

トリガイの試験操業では漁獲わずかで漁場が見つけられま
せんでした。ホタテガイは3月末でへい死率12%で3619枚販
売しました。マガキは新しい漁場で問題なく養殖できまし
た。漁業者のワカメ養殖場に展開した４系統のワカメはそ
れぞれの形状を保持して生長させることができました。ハ
バノリは種糸を福浦地先への沖出を行いましたが、水温が
高めなどの原因により生長が悪く収量はわずかでした。天
然及び養殖ハバノリからのフリー配偶体の育成に成功しま
した。

項目
年間目標
（計画件
数）

  貝類（トリガイ・
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。

項目

トリガイは引き続き養殖中です。
マガキ、ホタテガイ養殖の準備を
指導しました。ワカメ配偶体は順
調に培養中です。ハバノリは準備
中です。
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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

630,000 380,800 166,500 9,500 105,000

30,000 0(注） 0 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

200,000 51,573 67,229 66,938 63,001

累計

とらふぐ 0

　　　放流サイズに成長したサザエ 　　体長約５cmに成長したトラフグ

661,800さざえ

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：通）　

累計

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：個）　

248,741

注：3万尾を超える稚魚を飼育していましたが、５月30日に小笠原諸島西方沖で発生したマグニチュード8.1、本県二宮町で最大震度５
強を観測する地震により稚魚が全滅しました。三浦市の震度は3でしたが通常の地震とは異なる振れ幅が大きなゆっくりした振動が長く
続き、この影響で飼育池の海水が大きく動揺することにより稚魚が狂奔、水槽底部の浮泥に潜ったことによる水質の急激な悪化や、壁
面への激突などによって死亡したものと考えられています。

項目
年間目標
（計画個
数）

漁業の指導監督に関する通信数

項目
年間目標
（計画
数）

0  100,000  200,000  300,000  

26年度 

27年度 

48,208  

51,573  

49,110 

67,229 

48,463 

66,938 

48,437 

63,001 第１・四半期 

第２・四半期 

第３・四半期 

第４・四半期 
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７　漁業調査指導船（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

114 30 22 29 31

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

100 29 27 26 26

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：日）　

累計

年間目標
（計画日
数）

108

112

巡回指導・取締

海況調査及びサバ・底魚類資源
調査等の調査日数

項目
年間目標
（計画日
数）

項目

実績件数　　　　　　　　　　　（単位：日）　

累計

漁業取締船 たちばな 

底魚類資源調査 漁業調査指導船 江の島丸 海況調査  
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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

046-882-2311連絡先（電話番号）

所属長評価

ナマコの種苗生産試験や貝類養殖の指導など新たな取り組みが順調に
スタートしました。また、業務全般においても、着実に取り組み始め
ました。

生産した稚ナマコの東京湾への放流や、貝類、藻類の養殖を開始し、
順調に実施しています。また、県内の主要水産物の資源動向につい
て、ＨＰで公開を始めるなど、着実に事業を進めております。

ナマコの種苗生産や貝類藻類の養殖振興など新たな取組みは一定の成
果を上げましたが、一方で今後解決すべき課題も見えてきましたの
で、更なる一歩上を行く取組みが望まれます。また、研究や試験の結
果を県民にＨＰなどにより公開する手法について、道筋が出きてきた
ので、今後の活用が期待されます。

ナマコの種苗生産やホタテガイ、マガキ、ハバノリなどの貝類藻類の
養殖振興に取組み、漁業者のニーズに応えることができました。
また、県内の主要水産物の資源動向をＨＰで公開するなど新たな取り
組みにも成果が表れました。

種苗生産試験や貝類養殖など新たな取り組みが始まっております
が、それぞれ少しづつ課題も見えてきたところです。それらの対
処方法を考えながら取り組みを深めてまいります。
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