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 職員の職氏名 .(昭和47年慶) 昭和48年5月31日現在

場長

庶務部部長

主任

主事

主事補

漁業部 部長

主任研究員

研究員

水産技師

水産技師補

増殖部部長
主任研究員

研究員

技術補佐員

製造部部長
主任研究員

研究員

茂野邦彦

濱満雄

北元久夫

 柳田撃枝,有村弗久,中馬マチ子
 川畑宜也(4ア.7.21転出)
 出原節子(47.4.22転入4ア.12.1転出)

竹下克一

塩田正人,徳留陽一郎,岩倉栄,川上市正,肥後道隆
魚川清美

野島通忠(47.7.21転入)
前田一己(48.1.1任命替)

戸井繁久

瀬戸口男

 前田耕作,山口昭宣■新村巌
 権原久幸・藤田征作,野村俊文,高野瀬和治
 塩満捷夫(47.ア.21転出)

松原中,堀才内睦子,神野芳久

石神次男

藤田蒸,是枝登
木下耕之進

調査部部長

主任研究員

 垂水増殖センター

大島分場

研究員

主事

場長

主任研究員

研究員

技術補佐員

九万圧1一己

弟子丸修,上田忠男
 武田健二(4ア.ア.21任命替)

 荒牧孝行・黒木克宣・北上一男
深見晴代

瀬戸口勇(兼)

山口昭宣(兼)

 椎原久幸鯛,藤田征作鰍。野村俊文蹴高野瀬和治鯛
 松原中鯛,堀之内睦子㈱・神野芳久鯛

分場長茂野邦彦(兼)
研究員実島可夫

 山rコ邦洋(4ア.10.1任命替)

 一1i



指宿内水面分場 分場長水流実

研究員'小山鉄雄
 塩満捷夫(47、ア.21転入)

 野島通忠(4ア.7.21転出)

技術補佐員 児島史郎,下野信一

 池田裕志(4ア.5.1新規採用)

大口養魚場 場長一水流実(兼)

研究員栗原尚幸

技術補佐員竹下一正,瀬戸口満
願下 実(47.5.1転入)

さつなん 船長山口英昭

機関長成尾隼大

漁機長径夷英雄

 航海長佐野j1三八郎

通信長.下山正三

操機長白石与藤雄

一等機関士 育屋明

航海士著松明人

 上・村 勲一(48.1,1一任命替)

船舶士是枝武盛(48.1.1任命替)

山口義治(48.1.1任命替)

石場護(48.1.1任命替)

甲板員 杜山 昇,片平幸郎

内山健児(47.11,1新規採用)

畠野敏明(47.6.30退職)

 機関員是枝次男・小田武義

お・お・すみ 船長日高照

漁鋭長杜山光二

機関長吉原昇

通信長上村秀人

操機長田甲盛隆(47.9.1退職)

 航海士是枝勝美148.1.1任命替〕

機関士峠坂清一郎(48,111任命替)

藤崎 勝{47.9.21新規採用)

 甲板員甲村一男(4ア.9.21新規採用)

益田嵩(47.9.30退職)

 機・関  員瀬・不実147.5.1転出)



 事務機構及ぴ職種別人員(駒。8年3月31日現在)

 (一)内は兼任者を示す

             場長部冬一般職員
             職種合

             研行研行政職研究職海現業職

             主主主研水水技
             究政究任産産事術

             研究技技補             機構究術佐計
             職'職職任事員員師補職員

             本場

             庶務部11136

             漁業部152112535

             増殖部134311

             製造部一'1214

             調査部11338

             計1141413101125364

             垂水増殖センター(1〕(1〕ω{3〕(9

             ●

             大島分場ω2{1              2

             指宿内水面分場12○一{6

             大口養魚場(1)13`1              4

             (3)(1)(4〕㈹oΦ

             合計

             2141413151125976
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 (歳入の部)

決算  の1τ一状一・.況。

(単位一円)

      決算額内訳
      科目予算額調定額決算額

      科日金額

      02国庫補助金2,812.OOO
      07一国庫支出金3,628,O003,628,0003,628,OOO

      03国庫委託金816,OOO

      物品02売払収入1,111,616
      08・財産収入8,200.OOO9,216.0549,216.054生産物03売払収入8,104.438

      01県預金利子334
      12諸収入O99.43299.432

      02雑人99,098

      法入合一計11,828,00012,943.48612,943,48612,943,486

 (歳出の部・)
(単位田)

     決算額内訳

     科1ヨ決算額本場(垂水・指備考
     宿・大口を含む)大島分場

     06農林水産業費310.ア91,848305,83ア.1524,954.696●

     05水産業費310,791β48305.8371524354,696

     ol一水産業棒務費134,908,ハ7131,32工91113,582,806
     :1.,02絵科81,481,10979,445,6σ92,035,500

     一03職員手当44,587,55743,240.7471,346,810

   
  
.

     04共済賢8,6.12刀..51、.8,41.1,555200,496一

     13委託料22&OOO228,OOO

 一4i



     決算額内訳

     科I目決算額鰍霊鮎大島分場備考
     02水産業振興費7.2122127.212212

     07賃金276.680276.680

     08報償費285,000285,OOO

     09旅費1,723.4951,723.495

     11需用費2,966,0372,966.037

     12役務費310,000310,OOO

     14使用料及び蟹借料465,000465,OOO

     18備品購入費1,186,OOO1,186,OOO

     06水産試験場費168,670.919167,299,0291,3ア1.890

     0ア賃金5,431,8605,215,9アO215,890

     08報償費28,OOO28,OOO

     09旅費13,417,49113.01ア.491400,000

     11需用費58,775.03958,203,039572,000

     12役務費5,391,0505,253,050138,000

     13委託料2,390,9592,390,959

     14使用料及ぴ賃僻キ365,185329,18536,000

     15工事請負費49,068,00049,068,O口O

     16原材料費1,080,0001,080,OOO

     18備品購入費32,588183532,578,83510.000

     19負担金補助及び交付金72,00072,000
     2アI公課費62,50062.500

     ●

     02総務費439,876439,8ア6

     01総務管理費367,29る36ア,296

     02人事管理費151.306151,306

     09旅費151,306151.306

     電子計算06組織管理費45,99045,990
     09旅費45,99045,990
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     決算額内訳

     科.目決算額本場(垂水・指備考
     宿・大口を含む)大島分場

     08財産管理費1ア0.0001アO,000

     11需用費170.000170,OOO

     02企画費ア2.58072,580

     01企画総務費72,58072,580

     09旅費ア2,58072,580

 
    
i

     歳出合計311,231,ア24306,2ア7,0284,954.696
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