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事業内容 決算額

法人管理運営費支出 3,037

管理運営費支出 3,037

法人調整費支出 法人全体の調整(各種委員会等) 877

施設整備費 研究機器･設備の整備等 2,160

繰越金支出 33,526

管理運営費支出 3,526

繰）法人調整費支出 繰越予算による法人全体の調整 2,201

繰)法人調整費(研究)支出 研究にかかる繰越予算による調整費 1,325

目的積立金支出 30,000

漁業試験船開運丸代船建造事業費
(目的積立金)支出

「開運丸」代船建造費(目的積立金分) 30,000

水総研管理費支出 141,058

管理費支出 141,058

一般管理費(自己収入) 研究所の管理運営費(自己収入分) 3,222

一般管理費(交付金)支出 研究所の管理運営費(交付金分) 31,643

試験船警備費支出
試験船「開運丸」「青鵬丸」の巡回警備業務
委託料

2,589

運行管理費支出 試験船「開運丸」「青鵬丸」の運行管理費 26,931

上架修理費支出 試験船「開運丸」「青鵬丸」の維持修繕費 28,799

船舶保険料支出
試験船「開運丸」「青鵬丸」「なつどまり」及び
実習船「みどり」の漁船保険料

6,365

なつどまり運行管理費支出 試験船「なつどまり」の運行管理費 10,878

アクアトロン施設運営費支出 アクアトロンの設備保守管理 18,447

実習船管理費支出 実習船「みどり」の運行管理費 348

陸奥湾海況自動観測システム管理費
支出

陸奥湾海況自動観測システム運営費 5,530

非常勤職員等経費支出 非常勤労務員の賃金等 6,306

事業種目

526



 

 

 

 

事業内容 決算額

水総研業務費支出 36,357

資源管理研究費支出 2,653

重要魚類モニタリング調査事業費支出
底魚類の資源評価のための基本情報のモニ
タリング

608

ハタハタ漁協予測の手法開発事業費
支出

ハタハタ漁況予測手法の開発 984

持続的なキアンコウ漁業の体制づくり
技術確立事業費支出

持続的なキアンコウ漁業の体制づくり 1,061

漁場環境研究費支出 806

イカ類漁海況情報収集･提供事業費支
出

スルメイカの漁期前調査及び漁期中の回遊
状況等の情報提供

183

陸奥湾海況情報提供事業費支出 海況情報データ提供及び情報交換 257

気象データを加味した新たな水温予測
モデルの開発事業費支出

蓄積された気象データを用いた水温予測モデ
ルの開発

366

ほたて貝研究費支出 1,395

ホタテガイ増養殖安定化推進事業費
支出

陸奥湾の海洋環境とホタテガイ成長との関係
を解明

1,012

陸奥湾のホタテガイ養殖漁場における
波浪予測システムの開発事業費支出

陸奥湾のホタテガイ養殖漁場におけるおける
波浪予測システムの開発

383

資源増殖研究費支出 1,044

海峡メバル養殖技術開発試験費支出
低コストで大量のウスメバル放流種苗を生産
する技術の開発

805

アカムツ生態解明基礎調査事業費支
出

アカムツの生態を解明するための基礎調査 200

巻貝密度管理による藻場回復法とそ
の駆逐個体の有効活用法の検討事業

巻貝の生態とホンダワラ食害の関係を明らか
にし藻場回復を目指す

39

研究費交付金事業費支出 31,120

ミズダコ改良篭による資源回復対策事
業費支出

小型ミズダコを逃がす改良篭を用いて資源回
復方策を探る

2,119

資源管理に必要な情報提供事業費支
出

日本海、太平洋、津軽海峡の海況情報提供 664

あかいか漁場予測システム実用化事
業費支出

あかいか漁場予測モデルの実用化を検討す
る

10,307

陸奥湾漁場保全対策調査事業費支出 ４年に１度、陸奥湾の漁場環境を調査する 1,233

海面養殖業高度化事業費支出 ホタテガイのへい死原因解明 783

陸奥湾で育む豊かな魚介の里づくり推
進事業

マガキ、ミネフジツボ、アカガイの天然採苗技
術の開発

1,100

ほたてがい冬期へい死対策事業費支
出

冬期の低水温下でのホタテガイのへい死原
因の解明

1,892

ホタテガイ養殖の総合的な付着生物対
策事業費支出

ほたてがいへの付着生物の原因解明と対策
技術の開発

4,512

事業種目

527



 

 

事業内容 決算額

ホタテガイ養殖施設を使ったマナマコ
天然種苗の増産対策事業費支出

ホタテガイ養殖漁場でのマナマコ天然種苗増
産技術の開発

7,029

放流効果調査事業費支出 栽培漁業推進のための放流技術開発試験 534

奥津軽いまべつの海藻資源で健康･長
寿なまちづくり事業費支出

いまべつ地域に生息する海藻の種類を把握
する

947

水総研受託研究費支出 92,497

水総研受託研究費支出 92,497

漁業公害調査指導事業費支出 陸奥湾の漁場環境保全のための監視調査 348

温排水モニタリング調査事業費支出 東通原子力発電所の温排水による影響調査 800

EU向け輸出ほたて安全対策事業費支
出

対EUホタテガイ生産海域における毒素産出
性プランクトン調査

517

貝毒プランクトンモニタリング調査事業
費支出

国内向け二枚貝の貝毒及び貝毒原因プラン
クトンのモニタリング

3,759

日本海沿岸漁場造成効果調査業務事
業費支出

ホンダワラ成育状況調査及びハタハタ産卵状
況調査

8,500

震災被災地増殖場資源回復事業費支
出

震災被災地における磯根資源復活のための
空ウニ輸送放流試験

9,850

豊かな生態系を育む藻場の元気復活
事業費支出

マコンブ・ホンダワラ等海藻類の成育状況を
調査し、維持･回復技術を開発する

9,515

資源評価調査委託事業費支出
本県周辺海域での利用可能な魚種の資源
量を評価するための関係資料整備

15,773

資源管理基礎調査委託事業費支出
県資源管理指針等に基づき、適切な資源管
理推進のための調査

9,598

日本周辺国際魚類調査事業費支出
本件におけるマグロ類とサメ類の漁獲状況
調査

1,008

あかいか資源調査事業費支出
太平洋沖合のアカイカ資源の動向及び漁場
形成要因解析のための調査

11,335

大型クラゲ出現調査及び情報提供委
託事業費支出

大型クラゲ出現情報及び情報提供 707

車力マコガレイ種苗作出試験事業費
支出

種苗放流のためのマコガレイ種苗生産試験 350

貝毒リスク管理措置の見直しに向けた
研究事業費支出

貝毒中の毒素と有毒プランクトンの発生要件
との相関関係を調査

474

漁船活用型資源情報収集等支援事業
費支出

県内漁協の日別漁獲量を集計･報告 216

野辺地マコガレイ種苗作出試験事業
費支出

種苗放流のためのマコガレイ種苗生産試験 350

高層魚礁効果調査事業費支出 高層魚礁へのウスメバル蝟集状況調査 7,290

陸奥湾地区漁場効果調査事業費支出
ホンダワラ類やアマモ類の海藻草類の成育
状況、マナマコ等水産動物の成育状況調査

7,180

民生安定施設(漁業用施設)調査事業
費支出

猿ヶ森地先に設置された増殖施設の安定性
や水産資源の成育状況を調査する

4,727

小泊ウスメバル放流種苗作出試験事
業費支出

種苗放流のためのウスメバル種苗生産試験 100

下前ウスメバル放流種苗作出試験事
業費支出

種苗放流のためのウスメバル種苗生産試験 100

事業種目

528



 

 

※職員人件費については産業技術センター本部予算で一括計上 

※他の研究所から配分替えを受けて執行した事業費を含む 

※配分替えにより他の研究所で執行した事業費を除く 

 

 

 

事業内容 決算額

水総研受託事業費支出 1,153

水総研受託事業費支出 1,153

新規漁業就業者対策事業費支出
漁業の基礎知識、技術を身につけるための
賓陽塾の運営

1,153

水総研施設費支出 451,313

水総研施設費支出 451,313

漁業試験船開運丸代船建造事業費支
出

「開運丸」代船建造費(現年度分) 451,313

内水研業務費支出 41

生産管理費支出 41

魚類防疫支援事業費支出 増養殖場の魚病診断、防疫指導 41

H26繰越-水産総合研究所費支出 446,382

H26繰越-水総研補助金支出 3,760

H26繰越-定置網に入網したクロマグ
ロ幼魚の放流技術の開発事業費支出

クロマグロ幼魚が容易に抜け出せる定置網
を検討し、資源管理に資する。

3,760

H26繰越-水総研施設費支出 442,622

H26繰越-漁業試験船開運丸代船建
造事業費支出

「開運丸」代船建造費(前年度分繰越) 237,168

H26繰越-陸奥湾海況自動観測システ
ム更新整備事業費支出

陸奥湾海況自動観測システムの更新費(前
年度分繰越)

205,454

1,205,364合計

事業種目

529




