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Ⅰ 業務概要

Ⅱ 収支の状況 (単位：千円)

業務運営進行表

（平成28年１月１日～平成28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

水産技術センター相模湾試験場です。

当場は、小田原市早川の小田原漁港の側にあり、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)

・定置網の防災対策及び安定出荷対策など

・藤沢市から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。

漁業調査指導船ほうじょう

小田原の魚マアジ

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

1,830 1,644 1,644
収

収入科目 収入済額

受託事業収入

諸収

Ⅲ 職員配置状況

Ⅳ 業務実施状況

１ 定置網安全対策情報の発信 

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

10 1 11 1 0 0 13

（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 年間目標
（計画件数）

実績件数 （単位：件）

発信数

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

年間計画額

1,830 1,644 1,644

0

0

1,830 0 0 0 0 1,644 1,644

項目 (再)配当額

事業費 16,436 1,798 2,295 1,499 10,034 810 16,436

維持管理費 5,119 453 74 672 1,347 2,573 5,119

計 21,555 2,251 2,369 2,172 11,381 3,382 21,555

26,875 18,650 28,725 19,119 93,368

29,126 21,019 30,897 30,499 3,382 114,923

△ 29,126 △ 21,019 △ 30,897 △ 30,499 △ 1,738 △ 113,278

収
入

収入科目 収入済額

受託事業収入

諸収入

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 9 9 9 9

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 12 12 12 12

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

年間計画額

1,830 1,644 1,644

0

0

1,830 0 0 0 0 1,644 1,644

項目 (再)配当額

事業費 16,436 1,798 2,295 1,499 10,034 810 16,436

維持管理費 5,119 453 74 672 1,347 2,573 5,119

計 21,555 2,251 2,369 2,172 11,381 3,382 21,555

26,875 18,650 28,725 19,119 93,368

29,126 21,019 30,897 30,499 3,382 114,923

△ 29,126 △ 21,019 △ 30,897 △ 30,499 △ 1,738 △ 113,278

収
入

収入科目 収入済額

受託事業収入

諸収入

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 9 9 9 9

上記以外の職員 3 3 3 3

計（人） 12 12 12 12

配置職員数



２ 漁業調査指導船(ほうじょう)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 出納整理期間 累計

178 33 21 42 19 0 115

３ 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 出納整理期間 累計

10 0 9 8 6 0 23

４ 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ります。 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

年間目標
（計画件数）

流況調査・漁場環
境調査・定置網等
の調査日数

項目
実績件数 (単位：件)

項目 実績・進捗状況

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ります。
(研究対象地域：小田原市、真鶴町)

関係機関と今年度の調査計画の調整を行い
ました。

当場の研究成果を導入して更新した安定出
荷型定置網の水揚金額は前年同期比1.5倍で
あった。また、サザエ蓄養試験については実
施のための準備について指導を行いました。

サザエ蓄養試験については、10月６日から
開始し、一ヵ月後、二ヵ月後に測定と食味試
験を行い結果をまとめているところです。定
置網の安定出荷のための取り組みについては
データの入手に取り掛かりました。

サザエ蓄養試験では、開始から１ヵ月後と
月後 重量 測定と食味評価を行 ま

発表件数

項目 年間目標
（計画件数）

実績件数 (単位：件)

第４四半期

５ 酒匂川の濁流による周辺海域への影響を調査します。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

２ヵ月後に重量の測定と食味評価を行いまし
た。その結果、蓄養中に重量の増減は特に無
く、生残率は90％以上でした。また、食味に
ついては、天然と蓄養でほとんど差はありま
せんでした。

定置網の安定出荷の取り組みでは、イシダ
イの短期蓄養について取りまとめました。

項目 実績・進捗状況

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
研究を行います。

関係機関と今年度の調査計画の詳細を調整
し、予備的な調査を５回行いました。

河口付近の水質調査を５回実施しました。
また、酒匂川河口に沈んでいる流木について
は、実施について関係者と調整を行い、水中
カメラ調査、引き揚げるための道具の作製を
行いました。

酒匂川河口域の海底において、水中カメラ
(ＲＯＶ)で底質の様子、流木ゴミの堆積状況
を２回確認しました。また、網を素材とした
流木ゴミ回収装置を曳航する試験を２回実施
しました。酒匂川河口から真鶴半島までの海
底の底質(泥の比率、有機物量)の調査を３回
実施しました。

今年度調査の結果と平成２３年度から今ま
での調査結果の取りまとめを行いました。海
底の底質ついて、有機物の量と粒度の細かい
泥（粘土、シルト）との関係を解析したとこ
ろ、泥（粘土、シルト）が底質環境の悪化に
関係があることがわかりました関係があることがわかりました。



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

酒匂川濁流影響調査については、今までの結果を取りまとめた報告
書を作成し、その成果について漁業関係者へ報告を行いました。

また、流木の回収試験を実施し、漁場環境を回復する手法の開発に
取り組むことが出来ました。

今年度は論文等の発表件数が２３件となり、計画件数の１０件を大
幅に上回ることが出来きました。

今年度から運航している漁業調査指導船ほうじょうについては、天
候等の影響で運行日数は伸びませんでしたが、その性能を活かして新
たな業務に取り組み、調査船の業務の幅を拡げることができました。

当場の研究成果を導入して更新した安定出荷型定置網の水揚金額は
前年同期比1.5倍であり、昨年度に引き続きその成果を示すことがで
きました。現在、漁業者とともにサザエの出荷調整試験にも取り組ん
でおり、順調に経過しています。

また、酒匂川濁流影響調査については、採泥調査を実施するととも
に、酒匂川河口に沈んでいる流木について、水中カメラ調査、引き揚
げ試験の実施について関係者と調整を行い、実施に向け着実に準備を
進めることができました。

所属長評価

今年度は人事異動により職員が大きく入れ替わりましたが、速やか
に体制を整え、事業を実施できました。

自航式水中カメラ(ＲＯＶ)調査や潜水調査などについては、計画的
に事業に取り組むことができました。

また、酒匂川濁流影響調査については、関係機関と今年度の調査計
画の詳細を調整し、調査の実施に備えました。

酒匂川濁流影響調査については、水中カメラ(ＲＯＶ)で流木ゴミの
堆積状況を確認するとともに、流木ゴミ回収装置を試作し、回収試験
を実施することで、酒匂川河口域の漁場回復に取り組むことが出来ま
した。

水産物の安定供給については、サザエ蓄養試験が終了し、一定の成
果を挙げることが出来ました。

総合評価

たな業務に取り組み、調査船 業務 幅を拡げる とができました。

相模湾試験場(0465-23-8531)連絡先（電話番号）

酒匂川濁流影響調査については、今までの調査結果に対する漁業関
係者からの意見を、今後の調査計画に反映することとしました。

また、今後、漁場環境にかかる調査研究の対象海域を相模湾全体に
拡大して取り組むことについて漁業関係者と意見交換し、調査研究の
方針を見直しました。


