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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,日本近海における漁業資源の減少等,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9年1月から,わが国は国連海洋法条約による我

 国200海里水域内の生物資源保存と管理のための漁獲可能量(TAC)制度を導入

 し,問題をはらみながらも2年半が経過しました。さらに国においては,新たな

 漁業管理制度の導入も含めた水産業の将来ビジョン等基本的な政策について真剣

 に検討がすすめられております。水産資源の回復に向けて抜本的な対策がとられ

 るとの情報もあることから,新たな海洋秩序への対応が今後の課題となると思わ

 れます。

 水産試験場では水産業を巡る厳しい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10年度事業報告書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11年9月

鹿児島県水産試験場長

塩満暁洋
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   担当部名事業名最終事業費(千円)

   水産試験場運営費16,034

   庶務部水産試験場機.器整備事業15,417

   維持補修費5,650

   船舶運営費64,356

   200カイリ水域内漁業資源調査13,104

   漁海況予報事業9,733

   有害物質漁業影響調査2,427

   漁業部奄美海域有用資源開発研究2,476
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   マグロ漁場調査4,903
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   漁海況情報高度化システム開発事業6,376

   魚類養殖施設開発研究7,040

   漁場環境保全対策研究945

   代替飼料実証化試験4,549

   新魚種飼料開発研究1,960
   化学都

   水産資源高度利用開発研究3,537

   水産物高鮮度保持技術開発研究1,500

   サメ利用技術開発研究3,267

   高晶質配合飼料開発試験10,783

   赤潮対策調査事業2,337
   生物部

   温排水影響調査8,266



   担当部名事業名最終事業費(千円)

   赤潮予察技術開発試験2,260

   急病総合対策事業3,632

   マグロ養殖技術高度化試験22,905
   生物部

   トサカノリ培養殖技術開発試験2,275

   外海域藻場造成基礎試験4,271

   環境情報ネットワーク開発試験1,003

   栽培漁業センター運営費11,733

   放流技術開発事業3,770

   アサヒガニ種苗生産技術開発4,190

   養殖新魚種導入試験5,140

   栽培漁業センター種苗生産供給事業17,O12

   特産高級魚生産試験7,354

   シマアジ種苗量産化対策試験1,991

   機器整備事業10,645

   維持補修事業11,302

   指宿内水面分場運営費8,769

   内水面魚病総合対策事業1,362

   種苗生産供給事業4,855

   指宿内水面分場新品種養殖技術開発試験3,940

   外国産ウナギ養殖技術開発試験1,626

   内水面分場機器整備事業2,401

   内水面分場維持補修事業3,495

   総事業費計357,138


