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はしがき

 近年,わが国の水産業をめぐる諸情勢は,国際的な漁場規制の強化や輸入水産

 物の増大,日本近海においては漁業資源の減少等,水産をとりまく環境は依然と

 して厳しい状況にあります。平成8年7月20日,わが国は国連海洋法条約を締結

 し,生物資源保存と管理のため,漁獲可能量(TAC)牽定めることとなり,全国

 で6魚種がTAC対象魚種に指定されています。本県ではマアジ・サバ類。マイワ

 シの3種類です。今後,対象魚種も逐次追加されることが予想され,水産資源は

 これまでの漁獲努力量から量的管理へ移行する等,新たな海洋秩序への対応が課

 題となっております。

 水産試験場ではこのような水産業を巡る諸情勢を踏まえて漁業者が求める技術

 や情報等,さまざまな要望に迅速かつ的確に対応しながら,生産性の高い漁業を

 推進するために,資源管理型漁業の技術開発,新漁場の開拓,消費者志向に応じ

 た水産加工品の開発普及,漁場環境保全対策研究,新魚種の種苗生産技術開発等,

 今後の水産を支える技術の開発に取り組んでいるところであります。

 ここに,その成果の概要を平成8年度事業報告に取りまとめましたので,参考

 にしていただくとともに,これが本県水産業振興のために多少なりともお役に立

 てば幸いに存じます。

 なお,詳細な内容については,追って各部,場ごとに報告書を発行することに

 しておりますのでご参照ください。

平成9年10月

鹿児島県水産試験場長

塩満暁洋
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平成8年度事業一覧

   担当部名事業名事業費(千円)

   水産試験場運営費15,860

   水産試験場機器整備事業33,286
   庶務部

   維持補修費2,968

   自動車購入事業5,281

   船舶運営費68,018

   200カイリ水域内漁業資源調査10,399

   漁海況予報事業11,837

   有害物質漁業影響調査5,677

   漁業部奄美海域有用資源開発研究6,344

   漁場生産力モデル開発基礎調査8,000

   マグロ漁場調査9,817

   沿岸近海漁業資源調査17,342

   着色防波堤による漁業効果調査1,257

   魚類養殖施設開発研究8,075

   漁場環境保全対策研究969

   代替飼料実証化試験5,767

   新魚種飼料開発研究2,062
   化学部

   水産物利用加工研究5,332

   水産物晶質保持開発研究2,487

   サメ利用技術開発研究4,223

   高品質配合飼料開発試験13,376



   担当部名事業名事業費(千円)

   赤潮対策調査事業5,059

   温排水影響調査7,900

   赤潮予察技術開発試験2,653

   急病総合対策事業4,550

   生物部急病対策技術開発研究1,400

   マグロ養殖技術高度化試験28,000

   トサカノリ培養殖技術開発試験2,575

   外海域藻場造成基礎試験5,393

   鹿児島湾漁場環境監視調査1,189

   栽培漁業センター運営費8,613

   放流技術開発事業4,276

   アサヒガニ種苗生産技術開発4,750

   養殖新魚種導入試験5,272

   栽培漁業センター種苗生産供給事業22,086

   特産高級魚生産試験8,570

   シマアジ種苗量産化対策試験1,953

   機器整備事業13,532

   維持補修事業7,752

   指宿内水面分場運営費6,379

   内水面魚病総合対策事業2,644
   指宿内水面分場

   養殖環境と周辺水域との調和対策事業1,550

   種苗生産供給事業7,918



   担当部名事業名事業費(千円)

   新品種養殖技術開発試験3,522

   リュウキュウアユ資源生態調査事業850

   指宿内水面分場外国産ウナギ養殖技術開発試験1,904

   内水面分場機器整備事業1,562

   内水面分場維持補修事業3,226

   総事業費計403,455


