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「神奈川県水産試験研究報告」の創刊にあたり 
 

 本県水産業は多様化した情勢の中で常に危機にあると云われてきましたが，特

に最近では200海里時代を迎えた海洋分割・石油類の高騰，消費者の魚ばなれ等の

悪条件が重なっております。これらの外的，内的な阻害要因を乗り越えて水産業

を維持発展させて行くには試験研究も時代に即応した，また先取りの対処をしな

ければならないと考えます。 

 この度，従来個々に発行していた研究報告をとりまとめ「神奈川県水産試験場

研究報告」として昭和54年度から刊行する運びになりました。内容的には未熟な

ものが多いかと存じます。何卒皆様の御叱声，御鞭撻を戴ければ大変幸いであり

ます。 

 これからも，当場で行う試験研究が直接，間接に水産業に寄与できますよう場

員一同精励する所存でありますので御意見，御指導の程をお願いいたします。 

 

  昭 和 55 年 ３ 月 

 

 

 神奈川県水産試験場長 

海 老 塚  正  樹 
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