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 昭和40年度ブリ存分布及び採郷繍験実碑概要
漁業部塚田正人

 /、目的
 本年はブリ行分布調査を主体とし、採捕漁業試験を実施し、民闘船に対す.る

 漁況連絡をだし、併せて「モジヤコ採捕の資源に及ぼす影響の研究委託調査要
 項」に基づく調査を実施した。

 。2、.調査期間・

 自同名禾向40`字5月ユ日

 至.〃5月3ユ目(操業稼働2苧'目)

 一3、調査漁場
 鹿児島県沿岸一帯及ぴ宮崎県南部海域(別区参照)

 4、調査船並びに稼働漁船

 (ユ)指一導船rかもや」ユ4.6.5冨60"乗組員8名
 優)民間漁船・牛根漁協及び生産組合2隻

 垂水漁鵠管内一.ユ3隻
 古江漁協管内.ユ隻

 (各船の乗組員2～5名)

 5、基地

 (カ指導船「かもめ」固定基地を設置せず、則11、.内ノ浦港'を利用。
 e)民間漁船牛模漁協船。。。。。帥“口山川港

 垂水〃(海潟)““阯・“。海潟港

 古・江〃“"""“古江、島泊港

 6、漁具

 (カ指璃船「かもめ」“"・““・抄網.ユ統
旋網2統

 (匂民間漁船各般共に旋網ユ続

 7、漁。獲量

 本年のプーリ仔蓄養事業者は23事業体一(一漁協自営£、生産組合一ユ、個人I20・)

 で蓄養予定尾数33万尾に対し予期せざる好漁に恵まれ、・本試、民間般にて約
 5ユ万尾で該事業指導は来7ヶ年目にして初。めて需要量確保が出来る体勢とだI
った6

 8、経過概要
 (カ指導硲「かもめ」の行動及ぴ経過

 本年はプリ行分布調査を主とした航海にて終了した。

 指速蟹「かもめ」・の行動及ぴ経過は第ユ表(省略)のと嘉り'σ
 (2)流れ藻、プリ任の出'現及び採捕について

 ◎・本年はプリ行分布調査を宰とした航海を計画し乍1め・例年漁期と肩さ
 れろ5月一杯竈調査期間とし本県沿・一帯広く調査航走した。5月上旬は

岸
 異状気象の・影響で気温、水温倭下め姶癌か、叉はプリ産卵群の生理のため

 一ユ}



 か大隅東部海域を・初め倶沿岸一帯にト測子流れ藻・プ芝篤の出現無少な<・
 叉たまたまプリ任の出現を見ても魚体小さく種苗として用いられないもの多.く

 本年も叉他県種歯に依存しなければならない漁況に終始するかに思われたが、j
 5月中旬後半に入り鹿児島湾内にて種苗適魚(4～6Cm)・の多獲が見られ、本

 県蓄養事業開始年来?ケ年目にして潮ぐ自給自足し得た苧・6月の鋒漁期を待
 たずして予定通り.・5月末をほってr曲もめ」による試験操業を終了した。
 次に旬別に流れ藻とモジヤコとの関係を見ると・

.5月上旬.

 中ノ瀬、鹿児島湾口附近に}ま流れ藻や』あり、ブリ任の出現を見るも魚体一
 小さく(体長ユ.5～3C工n)、種苗と・して不適であり且つ編目を・抜け出す始末
 で採捕出来なかったが、その他の海域では流れ藻、プリ仔共に出現を見なか
 った。

5月中旬

 前半鹿児島湾内・湾pには流れ藻多く見る.もプリ仔見えず.・又∵大隅率部
 海域には両者共に出現なく、一方宮崎県南部海域には流れ藻、プリ仔共に多
 く出現を一見るもプリ任の体長3・～ユ4岬と不揃いであった。旬後半鹿児島湾
 内及び海口に七は流れ藻多く見るもプリ任の出現閑散にて漁獲も散発的で魚
 俸も小さく(体長2～3C皿)種苗として難点はあったが・、一応漁期に入った
 模様で各船の出漁が活綾となった。
 5月†白
 づノ前半時化多く調査範囲が一段丘1jされたカ1、大隅東部海域では佐多岬～観音崎

 間は流れ藻・フ1リ仔共に全{・認めず{観音蝿～火崎一間には流れ藻見る.も一プリ
 仔全く認めず、叉鹿児島湾口には流れ藻多く見るもブリ庁の付悪く(1O～50

 尾程度)一方削11港束より高須、喜入を結ぶ湾内にはプリ仔(体長4～6㎝)

 の出現多く28～3ユ国間には最高漁獲35,OOO尾(知林島S瓦ゴ中心～の
 好漁船もあったが、民間船の報告では湾内に於ける好漁は6月2日て終漁し

た.よ.うで・ある0

 ブリ仔は一般に南方海域から補給されるとの定説留採れば初期に薩南㌧湾口
 大曄率部各鞍域に出現見・且つ多額の条件をもつぺきと考えられるに反し揮
 .場が戸内健限定Iされたの毒ま本年の特異現象と言牟・ざるをえない。
 壮帥した流れ藻・プ1一任の旬別一山琴榊及ぴプ1行体長秤昨ついて第
 1,2,3画及ぴ第a表に記した。

 海況について、.
 本調査期間は嚇場表面水温の測定のみにとどめた。本年一は異状気象による気

 温低下めためか各海域の表面水温は例年に比し獺当の低目を示していた。特に
 5月上旬の大隅東部大泊～辺塚沿岸では16・g℃台と異状水温帯も認められ、

 これ等の影響のためかプリ任の中現もなく永年の好漁場であった片鱗すら二も窺
 皮なか?た。.・・.…
 然し中旬域降は徐々に上昇し、平年並にもどりつ』あらた。旬別表面水温とモジ
 ジヤコ.、流れ藻の関係については鈷ユ図「漁海況定線観測養料及び西日本海洋

一2一.



 旬報(衰海気)資料.による」と下表に略記した。
      1

      一I一

      月、旬、別漁・場表面水温範囲プリ仔体長範囲流れ藻囲溺状況

      ユa9一肥・CC2.一8^一I      大隅東部海域①少し

      5月上旬.鹿児島湾灼内②ユ9.5-2ユ.9ユ.5-8'稲々多し.
      薩齋灌域③2工9〃少し

      串木野海湾④ユ8.フー19'5〃多・し
      大隅東部海域①19.6-22.9.2-8なし

      5月中旬鹿児島湾内口②20.6-22.9〃硝々多し''
      薩南海域⑨22.9.〃なし

      宮崎県浄合㊨19.3-2■22-12.5稿々多し
      一一

      5月下旬大隅東部海域①20-4-22.ユ3-8・少1し
      鹿一児島湾内口②2エ8-22.8〃硝共多し

      叉、水産庁に於ける「モジヤコ採捕のブリ資源に及ぼす影響委託調査要項」に 叉、水産庁に於ける「モジヤコ採捕のブリ資源に及ぼす影響委託調査要項」に

 基・づく標識札放流経過は第4図及び第3表の通り(図・表省略)
 ◎プリ任の採捕について

 本年は前記した通りブリ任の出。現が一旬ないし2匂位おくれた感じである。

 5月上旬の調査開始当初陣体長..ユ・5～ユ40皿と不揃いの.2群カ1見られた。.毎句
 各海域で少数ではあるが小型群'(2～3C血)が絶えず散見さ.れた事は産卵魚群

 の一部南下のおくれた事マ、産卵が散発的に行なわれたとの南水研支所のプリ
 ・仔漁況予報、と一致するようである。
 本調査期間中は各海域で時たま多量のプリ仔群に遭遇したが使用旋網の魚捕部
 員会(25節ナイロン)より逸脱する稚魚(員～30価)が多く、意識的・に採捕

 をしなかったが本年は38,39年に比し一般的に分布和広く量的にも多かっ
 た.。民間船15隻は専ら鹿児島湾内で操業し、最高漁獲船は約一8缶ユOO尾位
 となり各般共に好漁であった。指導扮及ぴ民間般の採捕状況段第4～8表に毒
 しIた。

 次に指導船のプリ仔採捕尾数孝時間との爵係は第5図の通りで各年とも.ユ■OO
 ～13-OO時(3千年の操業日の天候を見ると38年雨曇、39年暴、40午
 晴と牟っている)の間に最も多く漁獲が見られるがこれは日照時間(壁がでは
 あ.るが表面水温が変化する?)一と海況によるもので一は放いかと思考される。
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第1図  昭和40年度プリ仔採捕調査漁場図
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表面水温分布図
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 第2図.プリ仔体長組成図
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第3図  フリ仔体長と体重との関係図
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第2表  ブリ仔の旬別体長組成表

       文長5月上旬5月中旬一5月下旬
       尾数第尾数'第尾・数第

       '山■凹I

       .し・L5～・]・9116.2

       2.O～2,45028.53O.6

       2.5ん2,g5833.ユ296.ユ
       '一一'I一

       3.O～3.4・34ユ9.4・88ユ8.6

       3.5～3.9ユ69.ユユ2025.43O.6一'
       ・4.O～4.480ユ6.971ユ5.4

       ム5～4.931.7469.7ユ68、36.4一.I.二〇一一
       5・9～5・4.ユO,5ユ94.O13328.5一'一一■
       5,5～5.92■.114一景ト、、ユ2.ユ
       6・O～6.冬トユ、姿.oユ83.9
       6.5～6.9ユエ2.36■.3

       7・O～7-4!ユ2,3

       7.5.～7.9ユエ2;33O.6一一一■'.■O.2
       ,8.O一～8.46工・2ユ
       ,戸・.5～8・9.5ユ;62.O.4

       9.O～9.4261屋
       9.5～9.92o.4

       ユ・O1O～ユO.4ユO.2

       ユO-5～ユO.92614
       ユ■.O～ユ■.4ユO.2

       'ユエ.5一～ユ■.9ユO.2

       .ユ2.O～ユ2.4ユO.2

       計175ユCO46110ρ

       漁場■o■一児醐駆工00472ユ'53一尾.二・一一一・・一一一・十1一一一一一宮崎県硬「■辺τσ尾^鹿島湾内       .こレき渇..22"ヨミ内ノ浦.72"46ユ尾
 十I一一一一一一`

 一.I8一



             第4表昭和40年度ブリ仔採捕量（水試、民間船）11
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一

             竺氏名尊1胆稼動日数総漁獲尾数4月一一.一一一一一5月6月              I一'■、一             日数漁獲尾数日数漁獲尾数日I数漁獲・尾数..講義1             ■終・期;
             一一

             古江①、.瀬.月..目一鼓査,4,512031'一一一一一.55,4'74■一一■一一一'一苔,ユ。o25一〒'o26,620。一一一一一一_三28,754■■一一■一一4;峯8～6・13
             ■一一一一一一]'」■一一一一'一'■'一             小計55,47且ユOO26β2028〃5五'一'十一II一'一寸…i

             垂水⑳。智..由.屈..吉.一,一一生壬L_aPユ。■一一一・■一一一五製四一一一一一一一一一一一一ユP一理旦qq一一一'一一'一一一一一一一j一し胆㌻五し製
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             ⑤、一深.児.正.一道一一.蛆1_7ユ。一一一一一一一一ユ切P旦q一一I'一■一■一■一'一一ユO…一一一一」.理ρり.'■一一一一'一一一I一〃・■一'・一一.一一・'.
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             ①.刀L.肢.与.,吉.一一五星L工丘ユ。'一■一一■一'一_一_aqQΩ9一ユP」2-qΩ一QQ1〃

             一^■一一'一一一一■■'■一一一L'一.一■■'一.■一一'一一'

             ⑧..止畑一渡之.丞1一.一2,.コ」L.一聰.一___し蔓..一一且O皿Q旦q一一一.一,一一一■一一L■.一一麩.一5P,9工q一一'一一一一'一一一員」コ.㍗5.,蛾
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             牛撰⑮、遮....凹.、.塵ユ5・一I■一一■84,ユ00一一一一一1■'ユ3             _____L_」二■一一一一一一'一一'一`一0一一雌ρ一Q一Ω一._a__距P一Ω且μ質五山2
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第4表  昭和40年度プリ好一案I痛盤(本試、民.藺I蕊丁
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第5表  プリ仔旬別採捕量(本試かもめ)

用句別1操業1数

=
」

〃

繰一業回数

抄網旋網 1採捕尾篭1体長範囲 体重範囲1

38  gl一一五坐5㌧
 68ユエ・32512・O～ユ、

下旬 6, 731  23,227.3.O～

計

2ユ39・1 ユ501  35,327.15～125.Oユ～1701

1第6表  プリ仔、旬別漁獲量(本試分)

 ユ曝曝萎
○

                     2区3区4.区宮区計                     曝曝萎睾均獲尾数操業回数平均漁獲尾数'操業回数平均漁獲尾数操業回数平均漁艦尾徽操婁.ヨ回数平均漁獲尾数操'釆回数平均
                     抄網。弓回6属5目22目ユ・同q凹目'                     一〇6ユ72855384.3690目38                     5月上旬一■一旗綱858ユO・6Oユo859ユ昼婁9.4
                     計30657023023452253894.377547ユ6.5
                     抄綱Oユ.0Oユ...9

                     5・月中旬旋網206368.6ユ2582550・33002ユ509'56ユ3825■6ユ1.3£568166.5                     一

                     計20636862582648230021509,56ユ3825ユ6ユエ,325・69ユさ4一ユ
                     旋網2802ユ4022,94ワ7ユ32322322773318.ユ

                     5月下旬計280214022,94771323223227'733ユ8.ユ
                     抄網30656ユ723285538一`一94.3690

                     計旋網469O3.303956ユ石82.5ユ634.63739ユ7η通                     計・5ユ6ユエ46.92490712ワ196.ユ305・47623894.3.956ユ382,5ユ6353'27 通



第7表 海区別漁獲量(指数) (本試分)

        句別I漁具号1ユ区2区3区4区富区.計一山
        虹ユ。o。817一100第ユOO。o89一老        5月上旬
        旋一鋼12-2.ユ1.o■o・
        抄網

        5月中旬.旋ユ00ユ00ユOOユOO100
        5月下旬旋ユ・OO。100ユOO

        計抄網5.92.5二L.7.ユ00.一2.O
        '旋I網49γ58.3o98-O
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第8表 海区別漁獲努力指数(作業回数) (本試分)

抄網

旋網

計

ユ

54.5

45.5

58一

区3区
ユ79125.O

8aユ7501

672'a21

4区
ユOO

4?;

宮一区一 計

 ユ。。箒
 ・寸1{

 第早図.デリ仔採挿尾数と時間の関係

昭和38年

昭和39年

昭和40年.



 6,7月のマグロ延縄漁況

漁業部

6月

 各船クロマグ'口を目的として操業している。漁場は台湾近海～薩南海域で主
 漁場は24㌧2帥f、ユ2ヅ～132。附近の沖縄東方海域である。釣獲率は5
 月と大差なく最高O・50で総体でO・ユ3となっている。

 一方6月はキハダの漁獲が多くなっており、特に台湾東方及ぴ種子島近海

 (主に生き餌使用の小型船)では釣獲率は2・Oを超える海域も見られている。

7月

 船体整備期に入り沖合船の入港は僅かで種子島、屋久島近海の小型船が主で
 あった。漁獲物は主にキハダとバショウカジキである。キハダの漁況は6月を

 ピークとして不振となっており、漁獲率もミンダ才}島東方海域の2・O以上の
 海、区を除き近海では工O以下となっている。



定置観測 (7月分)

養殖部

 旬別平均水温、比重(満潮時)

旬一
 水温℃

李.年 前句差一前年同期
上 24.03  →一1.ゑ5-2.24

中

26.55  斗2.52+O・09

下 2&ユO  十1・55-O・ユ0

 。平年。差一一

 一■.27

一〇.21

 十〇・38

 王岱・59ユ1+3・・卜■O・1一・7・1

 比重δユ5

 ポー年・
23.25

23.59

122・77

123・28

1前句差
 一2.4.ユ

十0-34

一〇.8喜

一2651
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 一ユ.66

一2.07

一2-73

 一2ニュO

平年差

 十〇・351寺



 前月に引き続き一般に平年より低冒を示した。
 上旬では平年水温より約二L。.3℃も低目1であったが中～下旬にか.けて平年並に戻
 っ一た。.月平均水温は前月より3.9.ゼ昇紅一し、平年値よりα7℃一低目であった。

比重

 ユ8～26と大巾に変動し、降雨のため比重1こ低下がみられた。月平均比重
 は前月よりa6も低く一なつ'たが平年値に近い値をなっている。

 ?月の水温・比重

水温

本年

 平年(昭和2・7年～39千)

比..重



漁場観測速報(6月分)

養殖部

 I旬別平均水温恢

一一一0一一

 里I水成川・福山福山(5月分).
 '一■一'

最高最低最.商最低最高1最低最高最.低

 上旬呂二L.720・523ユ2972ム92二L620・618-3・

 中旬2a421.32巳422.62ム22ユ.021.8ユg-6

 下.句23・3・2aO星2・922・424623・025・02a3

 月平均221462■・2823.ユ32a55.24・5121L8戸22.4319-70

 前月産十工34+ユ。54+912+2.02+2.O-8+2.13+489+3-4

 前三年会…i+003-O.25''αO?'一〇・ユエ

 ○里村の6月平均水温は2a46～2■28℃を示し,前月と比較してユ.34

 ㍗1.54℃高く、前年同期に比較すると最高は2943℃でαO苧℃高く、最
 低では2=L.53℃で逆ピh…。賓ρ低くなっている。

 ○水成川一の月一平均水温は23一ユ3～.2・2.55℃を示し、前月と比較して2.12

 ～9一リ℃高く・前年同期と蝉す亭ξ最高で・千・℃でα・・℃低く・最低
 では2a66℃でO一ユエ℃何れも低くたつそいる。

 ○揮山町の5月幸均太温は2'2・43～1q70℃を示し、前月と比較してム89
 -3.4℃と水温も上昇し、6月でも平均水温24,5ユ～2ユ、賃3℃で前月より一

 908～2・ユ3でと高くなってきている。
 ○長崎海洋気象台7月上旬報にキれば・南西諸島から九州の近海に至る黒潮流
 域の水温は引き続き平年より.低く・また東シナ海中部及ぴ南部等広い範囲にわ
 たり桂月となりました。これは梅雨の影響・ともみられますが一部的な現象でな

 /・†後も低目が碑く碑みでれ梅雨萌けが近/な1・沿鮒近にぼ強い日
 射しの.もとに赤潮の発生、或いは二重潮の起る恐れがあるので注意が肝要との
 ことです。.

 ]I漁況一・・
 /、水成川

 総漁獲量は.2・1『・2妨で・これを魚種別にみてみる。と・コダイ牟1,206
 碑で全体の56名と大半を占め、.次に瀬魚が3.38切で15-71系、キービナ.
 ゴで.1■8第・ハガツォq・15系・タ!レン字4・第・イトヨリエ85名とな
 っている。これを前月と比較してみると総漁獲量で559切の増獲となって
 おり主な変動を魚種別とみるとコダイで246佃、キビ.ナゴで184切の増一

 獲と叶ている.以前年同期と比較してみると・総漁腿カ1・・舳で..
 一'ユ5一



           ■I''漁獲量計一'ム206'一一`
           '■.一一I一'●一一'一

           月旬・上中下.

           無一種有・漁日数延出漁船数漁獲量''有為日数I4延出漁船数ユ。漁獲量=88有為目数'一4延出漁船数20漁獲量一ユ56
           コダイ840962

           キビナゴ'3310039ユ54'身54

           タルメ381ユ7ユエ7

           ソトまリ.ユ64040

           瀬魚492-6323302345338■I■'一
           八ガツオ3ユOユ372760197一一■
           計1966↓482923255ユエ394ユ5邸52

 ・,…佃の増獲となっており魚種別には・二心が…佃で・・3I此・・瀬
 魚がユ07畑に増獲されており、更にキどナゴ漁が254佃加わっているのが

 目立っている弓
 。2里村

           一'一I■■rF一■.月.旬I一ピ」み1・中'「1.一ヨ」一            I下1一           上、一

           有為日=数延麟船1数絆延出漁船薮島寧日数†           魚..種漁獲蚤、延.出漁船一致漁獲.漁湊、'一盤・尉
           赤イガ45ε一7Q十2一26事・'28吝

           水..イカ9ユ5ユ,ユ40争鼻3458岬・賃昨.貝080           '.

           `一イ.・シダイ71154058565

           キビナゴ989ユO'7808752邸00884ユ4500'ユ。ユ05'一■■一一4ら8801■■I■
           瀬魚3546024280740

           .タ.・コ34ユワ。225022.ユ50370

           イ・ザキ26ユエ,60q38.鵯10ユ・4810,
           ■一一.一■一

           メジナ5134450ユ37505.2DO

           ヒラスユ32801350

           タパメ3.7270112036200           ブダイユ2220330一'■一L-490一'一一'一一220一■…一.一一■一135一」山一一ユ30           ニザダイユ2135

           メジロユ2130

           0■'
           ■'o…'一

           112.0502,050■■'一           ≒十、ユ62.3ρ.ユ95.・ユ88624.08甲37ユ33.2紬4576,825
           一

 一ユ・6一



 総漁獲量は7618号5切で、これを魚種別にみてみるとキどナゴが48,880
 切で6a62系で大半を占亭、次にイサ争がユ岳8ユO畑でユ主2・7名・メジ
 ナで6.8第・水イカで・帥.第・カマス・a7第・イシダイ■O弟となっている。
 これを前月と比較してみると総漁琴量で1ユ・777切の増獲となっており・魚
 種別の主な変動をみるとキビナゴが12,920切、イサキで14,弓ユ。籾の増
 獲され、反面一メジナでユ・1,.771切、瀬魚で4・100.切の滅獲されていラのが
 目立っている。又前年同期と比較すると総漁獲蚤は44,525佃で32,300

 見穿の増獲となっている。これを魚種別にみてみると今年はキビナゴ漁にめぐま

 れ.48,880畑の漁獲があっており、反面イサキが一16・ユ27幻滅獲さ・れてい
 るのが目立っている。・

 漁場観測一速報(7I月分)

養殖部

 I.旬別平均水温

       観測旬地別里水成.川福山'       一一一“一.

       最高最犀最高最低最高最・低
       上句一一.一23-823.O25.6244

       中旬26.123.825.32ム61引1;;       825.O26.325.7

       402ム36・・ユ・124.4628-1126,90
       一一

       前月差十3,94十3-08十易〇三十=L91斗3.60斗5-07

       前年差十IO-62十〇・4.5一一コー、23一二L54iニザニ
 ○里村の7月平均水温は2ムー36～26-40℃を示し、前月と比較して3～4
 ℃高く、前年同期に比較すると前年の.最高は25.ワ8℃で0.62℃高く、最低

 は星3.91℃でO・45℃高くなっている。

 ○水成川の月平均水温は2ム46～星5.ユ7℃で、㎡月と比較すると約2℃高
 く、前年の同期と比較すると、最高では星6-4℃で1」£3℃、最低では・26量O
 ℃でユ.54℃いずれも低く'なっている。

 ○福山の平均水温は26・90728・ユエ℃を示レ・前月と比較して3・6・～5・o
 ℃高くたっている。.

 ○.長崎気象台8月上旬報午よれぱ・台風.ユ5号通過のため水温は急に下り・和
 州近海ユ℃.低くなった。その後次第に回復に向っているが今後も平年より低目

一.17一



 が続く見込みである、。また沿岸、入海なξには赤潮の発生する.おそれがあるの
 で注意を要するとのことである。

皿漁況.'

 /、水成川

 総漁獲量は4・211・5切で・これを魚種別にみるとアジ・サパがユ・380・5
 佃で全体の3Z8系を占め、次いでコダイ925切で2ユー9系、サバ、ハグ
 ツォが605侮でユ44第、イカが537切でユa?弟となっている。
 ・これを前月と比較してみると、総漁獲量で2,059-5切の増獲とたっており・
 魚種別の変動では前月水揚げの大半を占めたコダイが7月では28ユ佃滅と
 牟つたが、前月まで水揚げのなかったアジ、サバ、イカの漁獲が多く、前月I
 総漁獲量のユO～ユ5系を占めたキビナゴ'、瀬魚などが水揚げされていない・
 叉、前年同期と比較してみ'ると前年7月の総漁鐙撮鎮ユ,365止穿で2・846-5
 切の増獲となっており、魚種別にはアジ、サパの45切が1・335・5句・コ

 ダイの335土gが590佃増獲されたのが目立っており・フカ・サバでは
 5.83切で.483切の城となっている。

漁獲1           月旬上中下1漁獲

           魚種漁日数延出漁船数漁獲量有為目数露出嚢漁獲量有為目数延出漁船数漁獲量量計
           352ユ5ユO2766535司'…一

           L           コダイ■一I1一一一一^アサヒカヒー一■一■一一''■一■            31020920g

           キツネガツ3ユ星270.ユ6251530325

           テマダイユ43030

           タイ.三マス24ユ00一一一ユ。〇一■I一†'990・5ユβ80・5■一一一           サ.パタ.ジ2.ユO390842
           サ・パ木労ツオユ52303ユ3375605

           サーパイカユ2.ユOOユO〇一一■一■■一537           イカ10501537

           計92?、694ユ858ユ、54.O25ユ15、9、、、1、βユエ、→

寸
1

53715371

 、。.。。1。、、王。1
 2、里村

 総漁獲量は1,369切で、これを魚種別にみるとカマスが542佃で李体

 の39・6弟を占め、次いで瀬魚が345畑で25・2系・クチミ.グ222佃で
 ユ…第・タ.コがユ・・切で7・・第・アオ1イカが・・砧で・一・弟となって
 いる。これを前月と比較してみると、前月の総漁獲量は76,825一切で

 ?I5,45・6畑も激減している。魚種別の主た変動をみると、.前月大半を占め

 先キビナゴ.・その他イサキ、メジナなどが全く漁獲されておらず、輝点も一'

 一ユ8一



 740且9が395一切も滅っている。

 また,前年同時期と比獲すると、総漁獲量はユ1,094切で9・亨25師滅穫と
 たっている。これを魚種別にみると前年総漁穫量の大半を占めたメジナが本年

 はわずかに2-6第で、その他クチミダイ・タコ声といずれも少なく・これら棒
 カマスの542佃が加わっているおが目立っている。

魚

瀬

           戸旬上中」下、
           魚種有・漁日数延出漁・船数漁獲掻有為日数延出瀞船数漁獲量有為=鮒漁日数。船数漁獲量漁±量
           カ.シメユユ3033
           メジナユユる5

           アオリイカユ1竃O1ユ457

           アカイカ11ユ5

           タコ1一・ユ601ユ45I一ユ0

           ≡瀬魚221053324034

           ≡カマスー'一I1ユ54254
           クチミ∵22・珂・・
           計下一188817ワ17552ユ3d'

」 漁獲

漁獲量量計

30

35

75

ユ5

ユ05

345

15・・
 ・・平1,
5521ユ3d9

 ☆☆☆☆★☆☆☆☆☆缶☆★★☆☆
 ☆奄美短信☆

 ☆☆☆中☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 海は一層青く、8月の太陽忙照らざ机自くギラ=ギーう輝いている。鳴き騒ぐアザ
 サシの群が水面。につ』こみ、つ㌧こみまIいふが二る風景が所々で見られ、海岸では一
 子供達が釣り糸を垂れている群をいたる所で見かける奄美のこの項とでもいえよ

 うか。

 今年と昨年の最高気温を比較し'て各ると碓年独一3ム5℃台が最高に対し、今年
 は7月中旬から下旬にかけては毎一日34.O℃台以上の日々が続首最高が35.9℃
 台'と昨年よ・り高目を示した。この合一温.も台風15号によりやわらぎ台風通過後斗

 .一i9一



 週間は最高気温2γ9、℃台～29-5℃台と奄美の晩夏を思わせる涼しさ、この涼
 しさが過ぎると特有の暑さを盛返し暑い日成続いている。
 .台風1.5与もユ風夜吹き荒れたがたいした被害奄なく、無事通過、こ.の台風と
 もた.らされた雨により.農家では=:毛作の植えつサに忙しいとの・こと。
 台風シーズンにな.ると定期便の欠航によって食糧晶(野菜類)の欠乏を来たす。
 夏の間は特に野菜類が少ない奄美矩は、ほとんどの野菜類を部外入荷に頼ってい
 る現状では野菜の新鮮味が失たわれている。野菜の全部を部外・入荷に頼らず奄美
 農業でも作ることは出来ないものかと素人ながら考えきせられる。

 お量ともたると帰郷客で桟橋は一段と賑やかに.たる。地味な田舎町、帰郷者の

 衣服の色が目をひきつける。

 盆がすむと盆おどりが初まり、2,3年前までは夏の夜を夜半までおどり、.ダイ

 コあ音があちこちから聞え各部落の入・が集幸り部落特有g歌・㌣りというも
 のが見られたが今年俸実にひっそりとしている。

 これもテ1ノビの普及によるものと思一う。テ1ノビの普及により時親の催し物に幾分

 見物人が少なくなつ年ように思う。だが老入・小学生と国内・国際ニュースに関
 心が持たれたことは斉こばしいことである。その反面盆おどり、叉は吉き文化、'
 特に方言などあ特有昧が失なわれていくことは淋しいことである。

(K,エ)

・☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 ☆業務概況.☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 ○漁業.'部
照南一丸

 ユ)8月海洋観測

 8月一2日冬10属実施。15吾台風により8月4日∴6日の間山川に
 待避す。'・(担当者徳留一陽一郎.)

 2一)・二次海底調査

 8月ユ7・目～31日実施・前月に引続いて坊岬沖合の調査を実施レた。
 (担当者竹下克一,・徳留・陽'郎)

 母かもめ

 瀬魚の底刺網を沖合に誘導する意味において

一20日



 1)8月2ユ.日～セ4日、片浦沖合にて試験操業を行なった.が揚網機に故
 障一を生じ修復のため一応鹿児島に帰港す。・・(担当者川上市正)

 2)8月28日～9月6日の予定。宇治,草垣,慶久島方面を指向してい
 るか、操業その他熟練を要する点あり。`(担当者岩倉栄)

 ○調査部

 嚇ヘマチ人工餌料比校試験
 ユ)桜島水族館外池内で実施中の標記の養碑前期第2固無体測定を8月6、
 ・日紬し・目下結果敢揮め軋
 (担当者九万田一己・上田忠男・弟子丸停・荒牧孝行)

 2)試験地・を垂水市痘潟江の島西側地先に移し8月9日から引続き後期養
 成試験を開始、試験区分はオ4ル区・淡水区・.海水区二(人工餌料に・オ
 イル、淡水、海水を投与前注加)の三区とし、8月29目、30日第ユ
 回の魚体測定を実施、胃下整理申。(担当者ユ)と同し)

 常海産魚類蓄養説明会並びにガザミ試験地選定指導
 出水市役所並びに高尾野町役場からの招へいにより8月24目出水市漁協

 会護室においてハマチ、ガザミ、.アユ等の蓄養技術について説明会.に参会F
 出席者ユ5名・

 I8月25日高尾野町野口において、ガザミ蓄養の説明並びに試験地の選定場

 所等についての現地指導を行う一。

 '(担当者畠山国雄・九方田・一己)
紫分析関係

 ヘマチー養成琴験魚の肉質等の分析・並びに箪苗センター侯補地附近の海水
 分析を実施中。(上田忠男,弟子丸修)

 ○養殖部

 …、.,鹿児島湾内定点水質調査

 8月9～ユ28に指宿÷垂水、牛根、赤水の4定点で採水したものについて、

 Ske■etone車a・,Nan早。o]ユ■ori6,Ch!a血yαoInonas,Mioroaユga・e,Dun-
 a■ie■■aMOnOchrySiSの6種によ一るBi〇一a8Sayを実施した。

(担当者山口昭宣,椎原久幸)
 嚇イセエビ、フィロソーマ飼育

 7月14日ふ化したワイロソーマ幼生を引き続き室内で飼育牝で、9月ユ

 日に糖7回の脱皮がはじまった。(担当者椎原久幸,山口昭宣)
 噺クPチョウガイ人工採酋試験

 8月3目から川辺郡均一ノ津町泊の大原一真珠養殖場の作業室を借用して、人
 工受精による室内採苗を実験中。(担当者瀬戸口勇)一
 嚇シジツポ防除対策調査

 鹿児島湾内でのアコヤガイ母貝養殖にど一ってフジツボの着生が甚しいので.

 4月から足類的に福山、竜ケ水地先での着生時期、着生水深等を調べるた串。

'2ユー



 コレクターを吊下している。8月2目、ユ6日、9月2日K実施した。

 (担当者前田・耕作,山口昭宣)

 詫ノリ糸状体培養
 前月に引き続き、南日本産各地のアマ.ノリ品種の糸状体培養を行なった。

 .'7月下旬からの黄斑病の発生は8月中も頻発.し、塩化第一綱ユOPP皿浸漬
 後淡水処理し8月下句に治まった。(担当者新村'巌)

 欝一クロチョウガイ病貝対策試験
 病源性細菌による病貝対策として8月16～18日に坊ノ津町養殖場で薬

 斉O処理試験を実施したニク1コチョウガイヘ常法による挿棲後、ぺ;シリン海

 水・またはペニシリンとスト1ノフトマイシン琴今海水に60分閥浸漬処理し
 た。びき.つf蓉8月22日、2ワ日と5日葡隔に寓様な方法で実施=しこ病変

 発魏の有無をみている。一(担当者豊田茂樹)

 ○製造部

 謝しいらくん襲擢導
 温くん製法による試作品が企業化可能の見通しを得・たので、更に積極的に
 業界への企業を推進する・ための指導と販路の拡張を図った。

 (担当者石神次男,藤田I薫,木下耕之進)
 嚇アユ焼干、くん鎖、粕漬製造指導

 民間飼育のアユを原料とし、魚価の安定を図ると共に観光土産品、の開発

 のため調味焼干、くん製、粕漬製造を指導、企業化への指針とレた。
(担当者石神次男,藤田驚,木下耕之進)

 栄ソ〃ビン酸による晶質保持試験
 ソル亨ン酸、AF2、ニトロフラゾンによる塩蔵アジの保蔵効果について
 試験中。(担当者是枝登)一

☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆
 ☆分.場の動・一き☆

 ☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★有☆☆★

 ○製造係

 栄.・月・・～・・目講馴こおいてウニ加工試験雫施。
 φ大島海峡海洋観測本質分析中。
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 ○漁業係

 舞台風後、10日間仕カツーオ漁が好転してきたが8月下旬以降再ぴ不漁が続
 いている。現在各漁船井本.島瀞岸の各曽根付群を対象として操業している。

 溝8月下旬知之浦沿岸においてクサヤムロρ仔(FI・ユ0～15㎝)が待網
 で漁獲されムロ任の来涼が例年よりユケ月位早い。

 ○一養殖係

 諸マヘ室内孫酋開始
 。7月31日、8月2日、8月ユ2目に各受精を行なったが、成長若干遅

 く8月24日現在Spat昌みられず。(255～230双)
 ○ユ5κ一10本、174-10本、19"一3本、54一ユO本及び

 .SY式循環水槽にて飼育中。
 ○餌料テ.ストではCyoユatusはChoe七〇〇ero日よりも良好二

 〇幼生(150～250u)の温度に対する抵抗テストでは、上限43℃、

 下限42℃にて繊毛運動停止した。

 叉低比重に対するテストを継続中。

☆☆★☆☆☆☆☆☆★★★☆★☆☆★☆☆☆★☆
 ☆養魚場の動き☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

 /、概況

 6月下旬から7・月上旬にかけての長期豪雨により池水が汚染され、給餌が思
 うようにできず、あゆは成長が遅れた。

 にします稚魚で濁水により換水率が悪い池では梅雨一明・けと同時に白点病・が蔓延
 し、鑑死.魚が続出した。

 水温は中旬以降急上昇し、日中の最高水温が2巳6℃を語録した。
 にじます稚魚及ひごい稚魚の配付を別項のとおり実施した。
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 2、飼育現況表

      魚種亨月ユ目飼育数7月の増重地7r'一':I駅祝乍』'μ
      販売訪.死負数一一(合推定算壮

      稚ます7岬90尾30戸14'尾      (O年魚)55β9ユ681.68
      」

      良一用ます↓舳・切左81北ユ85.9辮。。。.ユ切g32.
      (1～2年魚)

      親ます候補尾2μ?ユ6尾       6.6立身島431
      1一'一一

      ■'

      親ます!斗左86a4140;♀～雫棚'・五.♂～8尾刈544'       '

      あ一ゆ比27-0429尾       142切965.`
      1一■一'

      親ごい尾2003O19、
      一一一一'…

      稚ご.い一尾1,2o缶OOOユ0,9000坤53。ユO
      推定実数陶一20万

処分内訳 現在数
(合推定算出)1

 、、、、。。。扇

 ∴コ
443尾

96鵬切

197尾

 !㌦。。,ユ・・尾
推定実数約20万尾

 岬ユ7月7日細菌性疾病の消毒中に整死。

 索・鐵11寓礒婁警融姦婁葭漂奪髄養誓言鶏室誰蛛隻:
 征∫し、現在まで維醤えを実施して布いため不明。・

 3、給餌の概要(魚種別て月の給餌料は次のとおりである。)

      :窯ポ1ト茸詐章妻‡
      ます成魚用粉末・65ます用ベレツト筋.5225≡小麦・粉
      あゆ用粉末].O1一フィードオイル5.4ます用ぺ1ノツト.佑5

      f一ユ8066.2gフィードオイル      査ピタ・ミン混合1§3111一■1.ユ型_」1到〇一g一…「一18.O別「i』      士.」'.一、マツーカラム氏塩

      ピタシン混合54;'nf-180
      n⊥一ユ80」L_ユ。

      〇一'一あ一ゆ1親ごいi稚ご・い

      魚粉佃一黎星.5=ア31こい用庇548佃!こい粉末1ユ五。
      'あゆ用粉末i〃・粉末一一■一91〃花2妄      '一.'小一麦粉工7β一■、ギあ㌻実;魚粉222小麦.粉      一一;小麦粉1{㌧一二一諸722761タ1420に∵二斗225脅       …1

 
     
1
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 4、種苗配付内訳

 (⇒にじます稚魚

    配付月日'氏名、数・量所在地、、

    718内村卒・帽「あい良郡霧島町・     I凹

    I〃113市坪一見ユO,200川辺郡知覧町
    」

    1〃・;ユ61τ〃1231・組下彰3,2001一'一一一■串木野市冠岳一一一'■■■一'一'一山鹿児島市南林毒町池～郡山町''一一一一    一川原嘉長ユ,050

    ユO,600あい良郡吉松町

    "127+÷÷そ二他ユ64
    一一I

    ;計30,2ユ4

 
   
I

 (身こい稚魚配付内訳

    配付月日氏名数量所在地

    71201米永2,O00尾伊佐郡菱刈町
    '.'1

    〃12!1白石良雄一釦800谷山市

    〃■30I鬼塚伸吉2,OOO大口市向井野
    ■一一.Iは

    〃1グ高山唯義2,000同上
    ■L■■I■

    一"128その他100
 
   
1

    Il計10,900    ,.二
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 5、7月の水温変化

定点用水路

 自記水温計による1日一の最高、最低の平均・値
 月の最高水温

 月の最低水温.
25.6℃

17.5℃


