
局名 部名

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

平成26年度建造、漁業調査指導
船「ほうじょう」

（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

内水面漁場管理委員会事務局 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6255/

所属のホームページ室・課（出先機関は所属）名

環境農政
局

農政部
水産課（神奈川海区漁業調整委員
会事務局及び内水面漁場管理委員
会事務局を含む）

水産課 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0511/

海区漁業調整委員会事務局 http://www.pref.kanagawa.jp/div/9500/

第１号様式

所属進行表

水産課長の滝口です。

水産課は、主に次の仕事をして本県水産業の振興に取

り組んでいます。

①水産業協同組合法等に基づく漁業協同組合その他水産

団体の指導・調整や経営改善に係る指導

②漁港漁場整備法及び海岸法に基づく県営漁港及び市町

営漁港に関する補助事業に係る指導・調整

③漁業法、水産資源保護法及び神奈川県海面漁業調整規

則等に基づく水産資源の管理や漁業者間の調整、栽培

漁業、内水面漁業の推進

また、私は神奈川海区漁業調整員会及び内水面漁場管

理委員会の事務局長を併任しておりますが、ここでは神

奈川県地先海面及び神奈川県の河川、湖沼の漁業調整に

関する知事の諮問に対する答申などを行っております。

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

項目 (再)配当額

事業費 1,265,399 19,263 47,432 24,788 174,459 273,768 539,709

維持管理費 0

計 1,265,399 19,263 47,432 24,788 174,459 273,768 539,709

90,841 59,225 94,436 64,912 309,414

110,104 106,657 119,224 239,370 273,768 849,123

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

合計

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 32 32 31 31

上記以外の職員 5 6 5 5

計（人） 37 38 36 36

職員配置数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6255/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0511/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/9500/


Ⅳ　業務実施状況

１　漁業就業支援事業実施状況

　　若者の漁業への新規就業支援の支援を行います。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

２回 1 1

３回 1 1

１回 1

１回 1

6月11日に開催した漁業セミナーの様子です。 9月10日に開催したマッチング会の様子です。

みんな熱心に聞いています。 真剣に漁業者と話しています。

２　漁船の登録件数について

　　漁船法にもとづいて漁船の登録を行っています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20件 8 5 3 5

50件 6 4 4 2

３　海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会開催状況

　　漁業法に基づき海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会を開催します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

12回 3 3 3 3

12回 3 3 3 3

４　市町営漁港整備事業費補助金の交付状況

　　漁港整備事業及び海岸保全施設整備事業等を実施する市町に対し、補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

9件 1 8 0 0

262,370千円 34,500 171,954 7,645 0

マッチング会 1

基礎的技術研修 1

実績回数

累計

セミナー開催 2

漁業体験研修 2

項目
年間目標
（計画）

市町村数

海区漁業調整委員会

変更登録 16

内水面漁場管理委員会

項目
年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

累計

新規登録 21

項目

交付決定額 214,099

年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　　　（単位：回）

項目
年間目標
（計画）

登録件数　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

累計

累計

12

12

9



５　業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

引き続き、昨年度開発した水産加工品3品につ
いて、加工会社の商品化に向けた取り組みを
サポートしました。
また、新たな水産加工品の開発に取り組みま
した。

①引き続き、昨年度開発した水産加工品3品に
ついて、加工会社の商品化に向けた取り組み
をサポートしました。
また、新たな水産加工品を3品開発しました。
②神奈川の水産業への理解と地産地消の促進
を図るためのパンフレットの全県版700部を印
刷し、関係各所に配布しました。

項目 実績・進捗状況

消費者ニーズを把握して開発・販売した
水産物の加工品数（累計）
【かながわグランドデザイン　実施計画
プロジェクト　No.10農林水産③】
本事業は本件の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに
位置づけられている事業です。プロジェ
クトでは数値目標の一つとして「消費者
ニーズを把握して開発・販売した水産物
の加工品数（累計）」を掲げており、今
年度の目標値は18点となっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=45

①県民ニーズ調査を受けて開発した手軽に食
べられる水産加工品3品について、提携企業へ
製造手順書を提供しました。
②神奈川の水産業への理解と地産地消の促進
を図るためのパンフレットの全県版1,350部及
び地域版1,000部を関係各所に配布しました。

開発した水産加工品3品について、加工会社の
商品化に向けた取り組みをサポートしまし
た。

項目 実績・進捗状況

漁協経営の安定化を図るため、漁協合併
協議の調整に取り組み、漁協合併を推進
します。

前年度までに発足した４地区の合併協議の円
滑な進行支援に努めるとともに、他地区での
協議会立ち上げに向けての指導調整を行いま
した。

１地区で合併協議が整い、平成29年4月1日合
併を目指し手続きを進めることとなりまし
た。他地区でも引き続き合併協議の円滑な進
行支援や協議会立ち上げに向けての指導調整
を行いました。

１地区で合併協議が整い、平成29年4月1日合
併が総会で議決され、手続きを進めました。
他地区でも引き続き合併協議の円滑な進行支
援や協議会立ち上げに向けての指導調整を行
いました。

さらに1地区で合併協議が整い、平成29年4月
20日合併が総会で議決され、手続きを進めま
した。また、1地区で新たに合併協議会が設立
されました。他地区でも引き続き合併協議の
円滑な進行支援等の指導調整を行いました。



第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

放流前のトラフグの稚魚　　　　　　　種苗生産中のヒラメ　　　　　　神奈川のサザエ

※かながわグランドデザインでは農林水産業全体の目標を記載していますが、水産課では、水産業に
ついての進捗状況を記載しています。

項目 実績・進捗状況

農林水産業への新たな就業者数（企業参
入・雇用就農を含む）
【かながわグランドデザイン　実施計画
プロジェクト　No.10農林水産④】
本事業は本県の総合計画である「かなが
わグランドデザイン」のプロジェクトに
位置づけられている事業です。プロジェ
クトでは数値目標の一つとして「農林水
産業への新たな就業者数（企業参入・雇
用就農を含む）」を掲げており、今年度
の目標値は、130名となっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/
attachment/783679.pdf#page=45

6月11日に漁業セミナーを開催し、42名の参加
者がありました。

8月27日に第1回漁業体験研修を開催し、3名が
参加されました。9月10日にはマッチング会を
開催し、25名が来場されました。

11月12日に第2回漁業体験研修を開催し、1名
が参加されました。11月23日に就業研修(技術
研修)を開催し、2名が参加されました。

2月9日に海洋科学高校において漁業セミナー
を開催し、36名の生徒が受講しました。

実績・進捗状況

　マダイやヒラメなどの水産資源の維持
増大を図るため、栽培漁業に関する業務
を行います。

第７次栽培漁業基本計画の２年目実施にあた
り、放流した稚魚や稚貝を獲りきらずに再生
産できる資源造成型の栽培漁業を推進するた
め、水産技術センターや県栽培漁業協会と打
合せを行いました。

県をまたいで回遊する広域魚種（ヒラメ、ト
ラフグ）については、太平洋南海域栽培漁業
推進協議会の関係県と協力して、放流の効果
を調べる体制作りに取組みました。

資源造成型の栽培漁業を推進するための事業
や、稚魚や稚貝の生産と技術開発を行う施設
の再整備に係る事業について、来年度からの
実施に向けた予算要求を行いました。

第7次神奈川県栽培漁業基本計画に基づき、平
成29年度の種苗生産数や放流数等を定めた栽
培漁業実施計画を策定しました。

項目



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

(045)210-4536連絡先（電話番号）

所属長評価

今期は、昨年度開発した水産加工品の製造手順書を提携企業に提供、
漁協合併協議会の立ち上げに向けた指導調整、資源造成型の栽培漁業
を推進するための関係各所との打ち合わせを開始するなど、今年度の
目標達成に向けて計画的に取組を進めました。

前期に合併協議が整った地区において、各漁協の総会で平成29年4月1
日の合併が議決されるなど、漁協合併を引き続き推進しました。
資源造成型の栽培漁業を推進するための事業について新たに予算要求
を行うなど、来年度に向けた取組も推進しました。

今期も漁協合併を推進し、新たに1地区で平成29年4月20日の合併が総
会で議決され、また、1地区で合併協議会が設立されました。
また、新規の漁業就業者確保のための漁業セミナーを実施、神奈川の
水産業への理解と地産地消を促すためのパンフレットを配布するな
ど、県内水産業の振興に努めました。

漁協合併の推進では、２地区で合併が議決されました。県内で漁協の
合併が行われるのは平成６年度以来です。引き続き、漁協経営の安定
を図るため、合併を強力に推進していきます。
また、県民ニーズに応じた加工品の開発、新たな担い手の育成・確保
や栽培漁業についても着実に実施しました。

今期は、漁業体験研修の実施や漁業就業希望者と県内の漁業者、法人
等とのマッチング会を開催するなど、当初の予定通りに事業を推進し
ました。また、漁協経営の安定化を図るために推進してきた合併の協
議が１地区で整うなどの成果を上げました。


