
魚群調査

 1.調査の目的

 本県の沿岸域並びにイ11恰域は一票汐並びに対島暖流の影響を少なからず受け,魚族も多種多様に及
 んでいる。これ等.魚族を独獲対象として.県下の内湾・各沿岸域.島與周辺.沖合寓彼等に好漁場
 が形成される。漁獲さハる魚族は洞游性.舳先の比率が大きく.この中でも旋網による漁獲が著しく
 大きい。捷網の魚場は時期的に大きく移動するが二'般的にみて島螂詞辺.並びに洲■合曾榊での傑
 業が多い。この旋舳1魚業の主なる`(岨獲対家となる洞漉魚の時期的な分布の推一移と.その箭的な変動
 を把侮すると共に未刊月1魚杵の発見.速一報を目的として調査を実施したもσ)である。

 2.調査の力法並びに項目
 1,、調査海域並に斑査定線
 第1.図の主なる旋綱猟場を参照にして設けた調査定線を第2図に示した。調査は魚群探知機
 を使川して毎月1.回実施した。.叉38年1.0月以降実施C月1。回、の冷水調査定線「第3図、
 でも同様な調査を尖姑し.この巾調査1ハ資料整理の便宜上調査定線を.8海域`第4図、に区
 分した。

 2、魚段記録について

 託録された負11、僻反応から.魚杵の長さ(L浬).魚1.滞の高さ(Hm〕.魚仰0)上1瑞水深距離
 'm、を求め.さr)に各紙榊についての濃度Iを判定したパ!市の長さについては.船の衙行時

 旧」によって・記幸洲!離を算出し.高さ・上・喘/K深については・魚探の深度メーターで掲1」足した。
 又魚仰の数え方並びに({/仰濃度一の牛1」定は下記基準によって打つだ。なお記、録反応による魚種の
 平1」定は行わなかった。
 ○魚併の教へ方

 魚柞間隔か0.15浬以内のものは同作とみなし.この間隔で教杵あっても1僻とみなした。
 ○魚併濃度のI決めカ
 D1肺魚剤長0.0引里以下は全てD1枠とし.0.0月浬以下でも濃度の極榊〔うすいも

 0)も含めた。

 D2杵常識的に無業口∫能と思われる魚杵で.魚伸長・O.03、里以上で農産がや工濃いもの0
 D3"魚杵長0.03浬以上で濃度か極端に濃いもハ。

 3,記録実一類舳一F甘並びに昨定魚持渦の求め一方

 記録実績魚1rr量は.舳洋の長さ「L、.高さ川、.濃煙`Dヨ、D1、から求め.各海域内
 を1浬問蝸で航走したと1反定した・その延漢数と海域内の実航程理数とによって.各海域毎に神
 正常教悌1表、を定め一この袖1I三常数ピ』三雄1!秤量によって.各海域の推定魚仰罷を求めた。
 なお便一宜上各海域の50平方浬当り推定工11.杵箭も求めた。

 記録魚、仰量=2L×H×DL:魚市の長さ(浬)
 H:角、僻の高さ{1H)
 D:魚、片Fiコっ澁毫度(1.2.3.)

 1浬間隔」延座数
舳正常教三

実航程理数

 推定魚1呼量=1定紬魚肝量X補正常数



4.調査期間
    定線調査冷・k調査

    肺海次調査月日使用船
    58.ア1、ア5照市丸

    第1次一'一2■3■'調班し!使出理三里」」し土仁かも皇.11.16,11,221照市丸1賃貸1工しに二'391.16,1,221〃三÷阜三    '一''一一I'川一一一一■

    81㌧8.5    ^L一上'山〃凹'一
    10.'11,10.17一'山一一'

    d11.魅、11.30〃'一一〃川田〃
    512.10～12.1』

    0'1

    6一一一一一''7ユLo''8391.必、1.31'一一'^凹'■一2.11,2.16'一山'一〃』一一一〃    ''`一一〃I■凹■■血'    3.7,3.11

 5.使用した魚杵探矢口機

 照南丸海上電機フィツンユグラフ24-5KQ
 かもめ海上電権バングラフ24KO

 6.調査の結果
 1、魚肝の出現位置
 第5図、第18図に調査別魚111仮応位概.図並びに表面水洞分什図を示し.第2表に月別海域

 別魚群数.申.柑延理数並びに実紬=魚''帰.椎赤魚榊モを示した。膜度ろ、2府についての州芦
 の畏さrL浬いl!淋0〕高さ川1n、魚柵の上端吋く深`m、の矛r1は・それぞ寺1第3.4.5表
 に.一又そカぞオ1の平均伸は柏6.ア3.9表に示した。

 これらの結果から海上共別.魚片自分侑の推移を概観すオ1ぱ次のとおりである。
 月別記録魚肺の延浬敬から全般的な斥,肺出現傾向をみろと.第19図のように.7月以降11
 月までは減少傾向で.12月以降る月までけユ智加傾向た示し.特に3月の出現は各海域とも著
 しく.調査其燗を通じ各海r或とも締高の記録を示している。一方各月0)魚仰出現地域をみれば
 出現個所は.大体固定化されている傾向が酔いようにうかがえ.一般的に沿岸.剛こ多く.沖合
 城にはあまり出現したい傾向に・フ■.える。
 海成別に魚傑出現の多い所をみれば.身期のア8月は砕1'中島湾海域のヰ中瀬から垂・水沖並びに
 知林島附近。甑島海1域の定線11.15.「定纏調査、の200皿等深線附折。尾久島海域の定
 線24.大舳東河海城の定科28.2930.31.ろ2.r定線調布、に多く.1,2月
 にかけてけ.ψ児島湾内の知林月“1口川'^1一野11;岬附近の定線8.9「定期諏査i大1璃第部海
 域の28.2930引.ろ2r何れも定線調査、3月には野間から芦榊鴫にかけての定線
 4.6.18.i920.21.「定線調.査、2728.29「冷水調査、に相当L計の記録がみ
 られ.この他甑島海域の定線11.茅漸近くの23.湯漸近くの2一線にかなりみらオ1.又1～
 2月に引続いて大州東部海城の29る0.31.32には附著な反応をみている。以上の魚榊
 の出現状況と旋網漁場図「第1剛を対比すれば.魚肝出現ケ所と株綱独場位置とは.位置的
 にかなり相似した㈱同を示しており.従来時期的に碇網漁」県として利用度の少なかったと、冊.わ
 れる.宇治.草垣方面並びに大川煉部方廟でも今後開拓の予地が充分に残されているように思
 へる。

 2、月別記録魚秤量の中越した緬或の魚肝の状況について
 第20図博{別集紬魚付冊の変化を示したが.この傾向は第19図の記録魚肺死浬微と同じ傾
 向で.特に1月3月の魚仰号は顕著であった。月別に魚肝'註の卓越した海域と.濃度弓、2仰
 の焦作・長.高さ.魚柑の上端木深を示したσ)が第10表である。
 こオ1.に基づいて各月の中越した海域の(て、舳の状況をみれば

 ア月=大1洲東部並びに岬児島湾海域で州i閑が大きくr西海域で.』48,3σ)実緕魚.芹蹄で全
 海1或の61%を1片めた。濃度ろ、2祥σ〕状況は榊鳩i湾栴.敗では.剛序け中.大型肝かかな
 りあって・0・05浬以下の極小1洲月ま割合少なかった・f{市の高書は0,20mが大細分であ

 一一1“一



 つたが.20-OmのllF水かなりあって魚仰の屑もやや厚かった。この榊は当時附近一帯で

 か戸〔りの舳蛙かみられた一、兄了ジによる反応か大部分であったと思われる。又大1三,■昌東部海域で
 も魚俳長は長く中.大」;Wが多く.表層に10,20mの.層をもって分仕する併が多かった。
 8月:甑島.鹿児島湾海。1脈多く.帥海」」火の魚俳量15ア6で69%を{めた。魚抑長は
 中海j荻とも0.05浬以下の極小j1洲幸か怜んどで.40,60mの中層以下での記鉄が多かった・
 10月:1州■己島湾、串予閥、舳制海.以に多く.舳1r最56.0で7ポちを{めた。脾児島湾では
 0.06,0.6漢の中ψ庁屯かなりみられ.40,601nの中層に多く分布し.野間、朗聞海.域
 ては0.6浬以上の大独Il≡か3株もあったか.高さは10,20mで旛はうすく.上端11く深は

 表層の0～20mに殆んど。
 11目、12月:映児島湾海域だけて・.魚岬掃1は11月』3.6C61%、12月86.6
 ̀56%、で.ωlrは巾月とも0.05浬以下の極小型柵か多く.10,20m.高さで20
 ,40・1の中補に分肝する杵が多かった。

 1月:大1蛸東帯一.甑島榊域に多く.～1縦5975「ア8%、で.この他野間、腓1聞海血を含
 め・著しい増加を示した.二点1.作け比蛾的大州rが多く.大榊東部海域に0.6浬以上6峠.甑島海
 」一{に引庁あつた・～洋の高さけ何れぺ、10,201uが多く0,20mの表層に分布
 2月:各海」、・マとも魚,lF量は平」勺化きわたか.大舳'東部.蜥問、閑聞.島海」奴に多く角、杵箭で
 354.7`68州f(1、れ長は各海r・lkとも中一一州榊増加し一(おり..上端刊(株一も大隅東部海域を
 除き20、』0mσ)中.冒が多かった。
 3月:2月引続き各海.吠とも戸1、柵出現が順老で.特に大■糾'集部.野間、開聞.宇治草喧の出現
 か大であった・3海上火の舳晴け2.6798r90%】で調査軸間中最高を示した。魚粁長は
 小一1.州Fの増加も、←,ったか.0.6浬以上の大∫;用…も各海」、叉にみられ.魚榊)高さも比較的高く.
 {、杵の上榊k汰も各肚寿にみられていた・
 3単位怖正当り発見川肝教と魚杵長〔い並びに実績魚併最と5口平方浬当り推定魚.俳量
 第11表に月別海域別10浬当り記嶽魚俳の発見魚杵敬と舳脹並びに出現魚僻量と50平方
 浬当推定魚仰蜀.を示した害
 記録魚.腕長と記1ま一榊.肺量とは大体において傾向は{以ているので.記ざ・1魚伸長をもって各海域を
みると

 脾児島湾海バは各月ともや」一平均された記録を示しており.漁場としては非常に安定した.毛
 城といえる。大紺東部海域は月による舳咄塊の変軸が最も大きく.多い月は4,000m以上

 「蜥梓10浬当り、.少い月は10m程度であったか.1,000m以.トを3回も記録してお
 り一斤1.柵遭1μ士の可能性は精も多い吻城で非常に有望な;伽1黄とみられる.
 甑島海域では極端に大キな紬}はないが.1時期を除き300m前後の記録か続いておりや∫
 安定した海」、吏とみられるっ野間、開胸.宇治草埴1海域は時期的な変動がや∫みられ.多い時は
 1,000m以」=もあるが.少い時は極.少といった状畦で.窺期問だけ好漁場か形成される海
 峡とみたされよう.屋久品海蚊では比申交的雀動が少く10Um前後の記録が多く.やk安定し
 た辛排坦吏とみなさオしる。

 ハ漁獲量と魚杵掃との相関関係
 この調査で得られた記坤魚秤量が実際のφ.肝最にどのように反映されているも0)かとIうかを

 知る一つの手段として.旋網による漁獲串1と川咋量との相関を試算してみた。
 用いた資料は側捗統書十については第12表の枕崎.串木Ψ戸内帷への擁綱による水土易量を月」い
 魚併材は直接旋網の楳一業と関係のない1砕児島湾海山1史と傑業度のあまり多くない大隅東部海以
 を除外した実積魚柞量と推定魚秤量を用いた。傭13.1』表1
 試算に当っては
 相関係数は「=相関係数

κ=X_X

 ト希隻:舗、、辛量
 Y=旋網漁獲.量



 相関係教の有意性の険定については

 亡=⊥〉ト20口
 の式に従った

 38年10月、39年3月までの実績魚帯景と旋網漁獲量との相関係数r=0,291となり相
 関関係はみられない。又実績魚併掃=が著しく増大した3月を除いたる8.10～392月につい
てだけみると

 実績魚俳量の場合
 r=0,782t=2,173自由度3の場合の5%の危険率で3,182で相関関係がみら
 れ.同様に推定魚柳量についても0,780t2,162で実績魚付量の場合と同様
 相関関係がみられる。

 以上のように38年10月、39年3月'については一応旋網の対象外と思われる海域を除いて
 も実績魚杵最が実漁獲量を代表していないことになるが.これは.1、調査定線が令調査海域
 に当時分布していた魚僻を代・表していたかどうか2、操一業船が当時分布していた魚肝の密度
 に従って機業されていたかどうかξ、現在使用している計算魚丹幟の指敦か実魚杵暗をどの
 程度表示しているかによって定まるものと思われる。
 1、、2、については.本県の旋'網漁場の大部分が防掃操薬の様相カ沸く.この点38年度の
 調査定紋は全ての曾樹を包含しているとは元へず従って必ずしも調査.全海域を代表していると
 は元へないようである。これは或る程度本県治搾の海況の変化を矢口りうるような布・洋調査定線
 と.沿岸漁一業者に地先の漁況を知らせ漁=業経営の合.理.化に資するための配慮が加味されて定線
 か計画一されたので.旋網船の利用漁場を代表していないものと思われる。
 又操業船は第1図の如く季節的に漁場が偏在しているカ、.これはそぴ)時期にその漁場のみが好
 ,魚場を形成しr=いるものではなく.これは魚価の点から対象魚種の選定或いは天候等の搬業条
 件によって偏在しているものでかならずしも(1市の分冊密度に従って操業しているものではた
 いので相関関係がみられないのが当然かも知れない。

 しかし3月のような特異方一現象を除外してみれほ.一応け相関がみられ実絨魚柿景は秋、冬に
 おける本県の旋網漁況σ)消長を表わしているとみることができる。.叉3月のように実繍魚併量
 の増大と実漁推量の増大とがともなわなかった要因については。3,4月にかけて相当景の豆

 アジが堀游しており・これは採算上漁獲の対劉てならなかったこと等が大きた原因と者へられ
 るカ、・その他に組.漉する魚併を漁侮対象として充分に活用できなかったとも者へられるのであ
 るが.これらの点だついては今後に問題が残る。

 担当者上野1'奄.竹下克一・岩倉栄.徳留陽一郎.川上市正
 (文責川上市正〕

 第1表海域別面積並びに袖正常数

       地域名総面積
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       凹…o-I一

       鹿児島湾海域一一01'“■2;4.5
       {'''■■一'一'一'0一■一I野間、開聞"'一'一一■1,035.9
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第2表  月別海域別魚群数，魚群延浬数並びに，記録魚群量と推定魚群表
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 第4表記録濃度D(3～2)群のH(m)の分布
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 第5表記録濃度D(3～2)群の上端水深(m)の分布
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 第6表記録濃度D(3～2)群のL(長さ)の平均値(m) (lt)
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 第8表記録濃度D(3～2)群のH(高さ)の平均値(m)
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第9表  記録濃度D(3～2群)の上端水位の平均値(m)
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第10表  月別の記録魚群の卓越した海域 上段数下段%
       '

       L

       月海域名延浬赦魚群数0.口～0.060.30.6
       0.05～03～0.6以上

       9604190βア93952
       大隅虹都海域45%29164726       0一一■'一711I凹■

       8,94639293181134

       座児島湾海域42%3230421315
       一'一一

       2.1ア7109226215       砥鳥海域1
       35%4878184

       8一一一一一」
       1,84148,419412

       鹿児.島湾海域30%21955
       2.45048802251551

       "

       44%665433112

       1,608ア280825

       蜥;i、!寺1帥海域29%10611623
       '一'II一一」一

       1,4134362〔16三二

       11鹿児}{ψ域49%616733
       ■■I一一

       5,68386638144

       1256ア822
       I■一一一〇一」」

       大砲衷部梅域11,236421,58ε6
       63,655100」一…■一一

       '了
       砥忠海域2.814176.0064123

       15%2325ア5        一19'…L'

       野固～開聞海域3,7ア3176.301ア19
       26%342773

       ..一一I

       2甑島海叶3,55694850511
       24%183169

       大隅東1部海域4.11883.604511
       28%163169

       ̂ '■一

       50,6461.6447819ア2ア37       〃

       42%55732025

       3野1司～開聞海域1ス1ア3595.9801674132
       23%20781921

       一'一一【

       宇泊。貰垣海域14コ57439264731843
       19%15751843

 一19〕一



         H端水深

         0～10204060020406口
         10～20～40～60以上～20～40～60以上

         710211413

         3753105821516

         810813121

         31383150464
         ■一

         8188178102

         29372942629578

         1ア2065101ア11

         40461413233925
         I-o

         2311102258112

         50242245517244

         112103

         8416ア723
         '・一

         3一』〕12421

         335611224522「1
         1皿LII

         37849一1

         173944225口226

         12216

以上

 」十ドH…ξ十一十トー111
 」汁3111⊥十…十十ト∴十一,寸一
731501;5131汁一

正

 3H」十トー12 50

12

-

l1-1 一÷ド  、十TH;
5041

0

一'

8585

llプll

7

44

5

31

24

18

38

18

20

20

 、1+÷ト÷トー

ll∵ゾ
一1"`



第11表  10浬実航走当り魚群発見見回数並に魚群量と記録魚群長
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 第一図旋網漁業の主なる漁場図
第二図魚群調査定線番号図



第3図 冷水調査定線番号図

第4図.海域区分図



第5図魚群反応位置図(昭和38年7月1日
 ～7月5日調査)

凡例

 ～等水品線

一調査定練

舳魚群反応位貴

第6.図 魚群反応位置図(昭和38年8月1日
 ～8月5日調査)



第5図魚群反応位置図(昭和38年10月1日
 ～10月6日調査)

第8図魚群反応位置図(昭和38年10月11日
 ～10月17日調査)



第9図魚群反応位置図(昭和38年11月16日
 ～11月22日調査)

第10図魚群反応位置図(昭和38年11月25日
 ～11月30日調査)



第11図魚群反応位置図(昭和38年12月3日
 ～12月8日調査)

第12図魚群反応位置図(昭和38年12月10日
 ～12月14日調査)



第13図魚群反応位置図(昭和39年1月16日
 ～1月22日調査)

第14図魚群反応位置図(昭和39年1月24日
 ～1月31日調査)



第15図魚群反応位置図(昭和39年2月3日
 ～2月8日調査)

第16図魚群反応位置図(昭和39年2月11日
 ～2月16日調査)



第17 魚群反応位置図(昭和39年3月2日
 ～3月6日調査)

第18図 魚群反応位置図(昭和39年3月7日
 ～3月11日調査)



第19図 月別総魚群延理数表

第20図 月別実績魚群量



昭和38年度集団操業指導事業実施概要

 、1こ年まで・)案出雫芙。趣旨を部分出こ残こすことにしたが,本年度は赦場の崩拓並びに撫況

 、刈允'こ.三土むか三且つ茱老船と集汁1な1.1≡薫・一とつてj自縛効果の1一場を図ることに努め一こ

 一1仁山一、一一㌢:。二)τ=三1戒と文士黒土壇区

 ニアj1三吐まで1二〕人i.ll}.壮対象地蜘ま,石正グループを11余き他4地区グループ出ギ走したので

 芦三i・{!.〔石垣グループを含州11下5沿岸一11』1べり小型ヨ'1ノミ船を以て編成した、う;,途中1j・j久根グ

 ルーブばち一勺一を取止・りた。

 1)r封屯tと三寸1一↓也妓

 鹿児島本試,指導船「かもめ」

l
l

 H]'書ザj(4≡麦)

 一'''凹'■

 々 幸争苧宰#ξξ'
 2)装1-1j1

 指導長1}「かもめ」目前年度に同じ(・・餅口56年度事業報告書39貞参照)
 中心船=F1005型魚群探矢幟各一台

 三,椋i≠及び調査期問

 1)椹掌船漁タξ言張」{売海自鉋召ネ]38年11月11日

 ①ヨコワ曳純漁業訊験指14委〃39年2月14日4航…房37日

 自〃38年11月29日

 ◎ブリハンカチ釣及ぴ瀬魚至〃39年3月6日3航海24日

 1本釣漁業試験指導自〃38年g月10日
 6漁業技術修練合.至"〃〃16日1航海9日

2)陸上訂舳云

 志布志。石垣,枕崎,平良,各グループの=芙絨調査及ぴ会合参加

 3)中心船及び一参り舳/舳よ崩年1克素

四,突如経過

 1)指導船の運航概慎

 一本年は沿岸海以に於て長肋尚二i…ぽljlが.兇らrしろ,瀬点,ブリ,ヨコワ、㌃の鮎養を対袈とする

 多角化操夫i目的に1ピ回。【.1。一.≒1とし!l11典,1,、法○岨艮∵一,■}い,冊・匡て;“1兄提供に努力し、ヒ

 経過欄允については万1縦・川・2～1'・→ヅ芒」1・ニボナ・・…ハ[l1々り11㍑…については後記の11量り、
 在狩,・参加■富には揃専船の山一三七、{況二各検岸地L{の^し況情づt蒐集し速報或は電。舌な.以て

 逐一州知しプ6

 一一バ…一



 2)→]・し:";こ、イ」Iニガヂモ妄臭

 38・角㍉廷H]・し呼言午了リjヲ三

 グルーブ名船名

石垣共栄丸
平良旭九
一湊蛭子丸

 ・化1一封・辛九一

 ドニ■.上ポー
 二■二二七

丁

2 3
一

 二一二ニ1

 ・」▽L-1本釣及びレンコ計1〃尖一割一サバ1本釣舳茱一瀬魚1本・舳}茱
 凡例紅→トビウオ鮒、百.....。.一

 3)集口操業参加1■実弄貞

 本年度は魚缶損■1姉千鮒モ考をなし,むグループの二集団化を自主的に強化することにと∫め,
 指導船「かもめ」を匝接参加させ猫一.ナる方式はとらなかった。

 参加船の専一実実,11{1は資料不足のだ伽二言用二庄とり対比は省略し,実績のみを記収した。

 集団参加船弓壬=1廷実績表(38.4～393)
         一…■

         1ケ

         参加麦{㌣叩、び教一一1日沌撫量。-I-I8,10幽允上金額漁獲量         1,498,077円67的1

         214,186668,26ア418

         12i204,8047029454001養㍗一
 

        
髪石垣L,一■■一湊コ字3

         121426,358756.402529

         一一÷一■'■一5L■一6I一'I7121836,118820,055509         855879152,91510919,1142

         121433,434494,59728641,2162I一''■L一
         小、1-1一7835アう133885「,100,25843465,388

         皿…山

         ヲ107H,96287505115519Z2282-7         8■I91012913.9711,00Z0231,397100,7002-6
         109623,818262.84242429∠041-6
         11109712,908860,3961,29086,3961-5

         12878Z470515,04693464.3813・5

         小計46一■一47352,1293,520,3581,13376,529
         ■一■

         1371,3?5206,836199225482

         {4114,∠48751,79438668,3452

         15112,146章g6,79219536,0722-1I一■■一一3         ・平良一■         16125,6331.02927946985,773

         1ア81,763323.21022040,4012

         18111,4012ア3,4901271新手二         19113,220638,666293
         一'

         20124.595645,28638353,7742

         。・計8324.4004,2ろ535329351.389
         舳

         2154059,56211912

         108863目,1ア863.418         枕ト崎23''23999工9206+4土94o61,023         心〔!24Z2ア51,ア89
         総■に二五王坐」」三τπ工L_.
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 ◇ヨコワ曳縄炊業試験・i導

 本年は各沿岸海域ともに9月中旬噴よ,体重1～1.5蝪程度の小型魚が,曳縄,カヅォー本

 釣,巾着紬等で多量に漁憧されたのでこり尽本格的冬場の曳縄漁況に入るかと期待したが此

 (')魚群ば10月下旬で終{した。

 榊{船は沈崎沖合りヨコワ曳縄対象杵は五島方面から南下するかb全方面の漁況を知れば漁

 況予幸1ミO予封.1りになろようなものをつかめろ○ではあるまいかとの想定の許に11月中旬石

 盤・リ小波賀まで早期、凋査を行っ疋が1鴫月熟せず成果をあけるに到ら在かったが得られた資料

 の蛇囲内では第1図の如く小値賀と呪崎との納況には余り深い関連はなさそうである。

 本年庄この庇,一己島沿一岸○ヨコワ曳撮凹莱ば11月下旬蝋閑岳沖合に始り,枕崎、坊の岬と漁場

 は東から西川(〃239年1月中旬挑漁崩Oし州糾,しから約300隻の皿箱船が蛸一集し内

 230隻は枕崎を根拠とした)を呈したが2月中何には急激に滅し下句には終漁と友った。

 ・」」1,.尤崎帖は2月下旬およリ臥蛇島西方海域にてカツオ1本釣漁船のヨコワ好満があ),4

 月上旬'まで水先されていた。

 次に枕崎港,五^÷小値賀港の=昌和26年～昭利39年度までのヨコワ曳縄水揚量を下図示し

島

35 =五島小値賀港

=枕崎港
30

25

20

15

10

5

万

 K茅醐26272829303132333435363ア3839

 ヨコワ曳縄水揚・量(操業隻数不明)

 ぐ〉瀬紙一本釣及びブリハンカテ釣蝋美試験生融

 本年は宇治島周辺のブリ類瀬魚を対象とし允が重.点はブリに置いた。本年はヒラマサ(ヒ

 ラス)の濁潴カ率レ.賄岸一帯に広く,特に・瞳子島,歴久島,黒島,草垣島,宇治島,甑島崎
 辺り各海域に≡撒一.2-5上・ヅ。1」の爪,六バ㌧ら一し,1小釣,一'一一議卓茱で多変され近年にない・豊

 榊であった,相こ宇{島{.J(10一一i.lj)ではj,。.一一.rジ11=1㌧1-2-15隻にJ;り1本釣(カプ

 シ釣)にてハ」1隻100-2001老一・二1」・/・、1、一・1.よ{iし;to∫1・々.…もヒラス亡対ふとした曳維.

 カブツ釣,底延縄,榊流しハ漁法等・1:1々.㌧ll二浪.・、二なした、う:禾足技術を元分にマスターし得

 ず経過に示す通り不成績に終了しれ11寺に好、{/拙であった宇治島漁場については第1図
一2"一一



 ヒラマサ(ヒラス)りカブシ釣の場合は碇どめ方式を採っていz一=)で此の“ll。.を発映させる
 撞当者・''一Hコ正人

 箒1衣詣ぺ一二'j・}漁惟高及ぴ水揚、直参璋至喪

           二日工土工二三.二           「申,===■一一一、一'一一'■一`I調査凹■一■■一～2L一一書十_」工L__7548“一           操業6           調査員要1{{111{..ア1〆'」'一†11丁仁二           乗組員数8ア8下アー一■H-5565.2           ヨコワ15.22.O

           ヒラマサ10.O2.412.4

           アヲダイ290.0290.0一'■一川.54.6
           ヒメダイ{0.4十24.2           漁獲物ハマダイ285.8285.0           メタ'イz62a926.162,6

           その他85.O10.316.6111.9

           計㎏15.2115.O41.66.O26.615.4641.9861.7

           水揚量晦15.2105.O34.626.615.4626.9823.7

           売上手取金額円1,15631,6296,5314,5222.150152014204,993

           重油41,1206001,0904205906アO1,2405,730

           金額14,000ス50013,6255,250Z3758,37514,50070.625

           燃料費■、一           潤滑油20122210141312103

           金額2,1001,2602,3101,0501,4701,3651,2600,815

           軽油25232620

           金額4010040604012口400

           計円16,1408,86015,9756,3008,905978015.88口81.840

                     氷金額2,1003,1502,1001,0501,0501,0506,7201Z220
           冷慨穿シマ4断ぎ0満了シ2110234
           金額52003,OOO55008-8008,500           解料ポ晦2161643
           金額2,3102β002,680Z990

           計5,5105,8003,5011,48026,290

           主賄っ胞俸鵠28,53Z5246.335二&・・3,Oア8卵8025,61g3,523

           自†46,フ73㌔≒2軸440,2101240危03314,7105269"8873
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