
局名 部名

環境農政局

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（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
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（出先機関は所属）

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

項目 (再)配当額

事業費 76,873 10,650 12,084 17,906 31,045 5,207 76,891

維持管理費 82,230 5,484 10,835 20,879 40,626 4,407 82,230

計 159,103 16,134 22,918 38,785 71,671 9,614 159,121

161,937 109,540 165,551 112,571 549,599

178,071 132,458 204,336 184,242 9,614 708,720

支出済額

支
出

事
業
経
費

合計

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 54 56 56 56

上記以外の職員 20 20 16 17

計（人） 74 76 72 73

配置職員数

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


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

波板上の稚ナマコ

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。目視確認さ
れた稚ナマコの数は昨年を大きく
上回っており、8月には2,000個体
を超えました。また、最も大きな
個体は体長約6cmになっていま
す。

横浜市漁協のホタテガイ養殖及びトリガイ養殖に必要な種
苗の予約や養殖資材の準備を行いました。ワカメは、フ
リー配偶体がインキュベーターの故障により多くがへい死
したが、残ったフリー配偶体と徳島県から暖海性のワカメ
フリー配偶体を導入し拡大培養を実施中。ハバノリは、フ
リー配偶体の増殖試験を実施中です。

横浜市漁協のホタテガイ養殖は４月末で終了し生残率88％
で3619枚を販売。トリガイは、横浜市漁協が養殖試験を実
施するため漁具敷設許可申請を提出。ワカメフリー配偶体
培養及び種糸作成用の恒温装置を１台整備。４月から新た
に県内産１系統のワカメ胞子葉から遊走子を採取し培養を
開始。ハバノリについては、フリー配偶体を培養液中に保
存するとともに、ノリ用培養液を使用した増殖試験の準備
を行いました。

項目 実績・進捗状況

第１・四半期

第２・四半期

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。

第４・四半期

第３・四半期

実績・進捗状況

第１・四半期

第２・四半期

ナマコの放精

横須賀市の久里浜、久比里、北下
浦の各地先において、10月19日に
493個体（体長18-85mm）、12月13
日に1,050個体（体長4-73mm）の
稚ナマコを放流しました。放流数
は合計1,543個体で、昨年の598個
体を大きく上回りました。

生産した稚ナマコ120個体(平均体
長約７mm)を用いて、４種の配合
飼料による100日間の飼育試験を
行いました。成長率はアワビの配
合餌料区、生残率はナマコの配合
餌料区が最高の結果となりまし
た。試験後の稚ナマコ85個体(体
長5-42mm)を３月８日に久里浜地
先に放流し、28年度の合計放流数
は1,628個体(昨年度の2.72倍)と
なりました。

配合餌料による飼育試
験の実施状況（細長い
水槽中に小型水槽の試
験区を並べた）

稚ナマコの放流

親ナマコ（青なまこ）に産卵誘発
剤を投与して採卵しました。採卵
数は昨年を下回りましたが、害生
物であるシオダマリミジンコの侵
入は少なく、浮遊幼生は順調に成
長しました。着底後の幼生数は昨
年並みに確認されており、慎重に
水温・水質・餌を管理して飼育中
です。

  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



３　魚病の発生や蔓延防止のため、漁業者等への巡回指導

（単位：件）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

10 4 5 2 1 12

４　研究員の業績発表件数

（単位：件）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

12 2 9 27 13 51

５　種苗生産数

（単位：件）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

650,000 361,800 64,000 22,600 119,000 567,400

25,000 0 32,500 0 0 32,500

実績件数

実績件数

実績件数

横浜市漁協のホタテガイ養殖は、11月に２回に分けて種苗
６千枚を入手し養殖を開始。トリガイ養殖に必要な養殖資
材の準備及び第１回の種苗分布調査を12月13日に実施。ワ
カメは、引き続き、徳島県から導入した暖海性のワカメフ
リー配偶体を拡大培養中。ハバノリは、ノリ用培養液によ
るフリー配偶体の増殖試験を実施していたが、混入した他
の藻類が増殖したため破棄し、２～３月に新たに配偶子を
採取しなおすこととしました。

横浜市漁協のホタテガイ養殖は、11月の入荷時は殻長
10.7cmであったが、養殖終了の3月は12.6cmに成長した。
トリガイ養殖のため養殖用種苗の採捕試験を実施した。ワ
カメは、引き続き、徳島県から導入した暖海性のワカメフ
リー配偶体を拡大培養中。ハバノリは、ノリ用培養液によ
るフリー配偶体の増殖試験を実施し、配偶体を採取するこ
とができた。

とらふぐ

　　　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

さざえ

第３・四半期

年間目標
(計画件数)

巡回指導件数

第４・四半期

項目
年間目標
(計画件数)

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

項目
年間目標
(計画個数)

論文等発表件数



６　漁業無線業務

（単位：件）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

250,000 62,629 63,596 60,187 60,146 246,558

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

（単位：件）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

131 33 32 29 35 129

８　漁業取締業務

（単位：件）　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 累計

130 33 30 27 24 114

実績件数

実績件数

実績件数

年間目標
(計画日数)

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

漁業の指導監督に関する通信
数

項目
年間目標
（計画数）

漁業取締船 たちばな

0 100,000 200,000 300,000

27年
度

28年
度

51,573 

62,629 

67,229 

63,596 

66,938 

60,187 

63,001 

60,146 第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

底魚類資源調査漁業調査指導船 江の島丸 海況調査



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

　ナマコの種苗生産試験や貝類藻類養殖試験については、一定の成果
を上げることができました。また、漁業調査指導船「江の島丸」や漁
業取締り船「たちばな」も役割を確実に果たすことができました。当
センターの業務は、試験研究、指導、漁業無線や漁業取締りなど多岐
に渡りますが、前述の業務に代表されるように着実に業務を遂行する
ことができました。

　ナマコの種苗生産試験については、昨年度の放流数を上回った上に
配合飼料の比較試験も実施し、成果を上げることができました。貝類
養殖試験も、配偶体の採取などの成果を上げることができました。
　漁業調査指導船「江の島丸」はサバ漁に合わせて資源調査を順調に
実施し、漁業取締船「たちばな」は漁業秩序の維持に努めました。

　ナマコの種苗生産試験については、稚ナマコを放流し、生産業績を
上げています。貝類藻類養殖試験は課題を一つ一つクリアーしながら
成果を上げています。
　漁業調査指導船「江の島丸」も海況調査や資源調査を順調に実施
し、データの提供を行っています。

　ナマコの種苗生産試験については、順調に実施し、貝類藻類養殖試
験についても、おおむね順調に実施しています。
　東京湾の貧酸素対策研究については、競争的資金の確保や関係機関
との調整に努力しています。
　漁業取締船の基本設計については着実に進捗しています。

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藻類養殖試験については、これまでの
課題を踏まえ事業に着手しました。
　また、今年度から始まった東京湾の貧酸素対策研究については関係
機関との協議をスタートをさせています。
　さらに、来年度代船建造を予定している漁業取締船の基本設計に着
手しました。


