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 大口養魚場業務概況(ユO月分)

大口養.魚場

 /'、概況

 アユ養成もユO月で給餌を終了した。今年は尾数歩留、増肉率ともに例年よ
 り良好であったが、県内生産量の増加にともなって出荷時期を遅くしたLめ・
 平均単価は佃当り600円程度であった。なお出荷魚の保有があるが11月上
 句に出荷予定である。

 マス稚魚の配布も多く県内のニジマス養殖業も増加する傾向にある。
 流通関係では、コイ、=ジマスについて県外から釣堀用の照会があるなど今後
 に期待がもたれる。

 40年度整備工事のうちふ化室の増改築補修工事が着工され、浄化槽等の工事
 も近く着工の予定である。

 2、.ユO月の飼育現況
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 ユ0月1日月の 処分内一票塙減耗1膿基

 3、給餌の概要

 魚種別10月の給餌状況は次のとおりである。
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 10月の水濡恋化(平均) (定点用水路)

 月の.最高 19.5(2日,7目)

 月の最低 10.6(23日)



 (aこい稚魚

 にlll÷重多治オペ弟
 1...⊥上田虎雄'ユO・OOO-1""一"

 今月の動き

 活魚輸送及び現地指樽～前記種苗配付先その他に延7日行った。
 ユ0月1日薩摩町

 同町町営養魚場の親ごいの♀♂選別の現地指導を打つだ。
 10月7日出フ大〒旨

 ます及びあ・争の新・蜆造池について現地指導。
10月8日県水産課

 昭和4ユ年度事業計画打合せ会議に出席。

 ユQ目17日～22日章争岡コ市

 全田湖沼河川養殖研究会養鱒部会出席。

 今回は急病問鞭及び流醜対策についで討議された。
 ユO月22日露.島町

 場島山ろく地帯の観光開発の一端として淡水魚の流通機構について同町の硯
 光開発奮駿会に出席。

 ユ。月26日～29日川内市、串木野市、枕一''寺市、山川町・指宿市
 東大の江章周三教授の養岬懇。談会及ぴ現地指導。

 定貿・観測(10月分)

一養殖部

 ○旬別平・均水温、比重(満潮時)
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 ○水温

 21.2～25.1℃の問で変動し、1順調な降下である。上旬に一時25℃台を
 示した日もあったが、月間を通じて平年より低目を維持している。月平均水温

 は・a・℃と平年水温より工・℃も竿く・昭和2=7年観測以来10月の水温と
 して・最低の記録を示した。

 ○比重

 23.1～26.7と変動し、上句にや』変動がみられたが、中、下旬は安定し

 た状態を保っている。月平均比重は26.05と平年沽よりO・8高目であった。

 1H弓いκ温・ 比重

斗温

 。→平年
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 ユ。月のマグロ延網漁況

漁  業I部

 10月の主漁場はクロカジキ・シロカジキを甲的とする東支那海で・25.N以
 南の出漁は少なかった。

 東支那海漁場ではマク.口類は全く漁獲さ.れていすカジキ、サメのみで、29。～

 3ゴN、ユ2び～ユ27セ附近ではシロカジキ、パジョーカジキの釣簑率は夫々
 O・53,O・58と高くなっている。

 一方南方漁場(10。～11㍉、ユ29。～ユ30.E)て・はキハダの約穫率が7jg

 と高い値が見.られている。

 ビンナガは今の処漁獲は少なく末た漁期には遠い、惑Lである。

 カジキ類が猿㍗脚引r〕  ・いターI虞娘寺!幻坪/・円)



 漁場観測速報(1O月分)

養殖都

 I句別平均水温

 ＼襯垂水成川i福山

 句㍗汀1一亙、て一一ギギ、マ[ぎ低

 ÷÷{1≒二ξ÷「∴一
 ㍍斗÷斗ξ{」㌻÷∵ザ;1;」;::,
 1扁年.士}三.竺.二…三■.….二
 ○里村の月平均水温は23.24～2£一152℃・を示し、前月に比校して2・ユ9

 ～2・oゴC低くなってきている。これを前年1同期に.ヒヒ破すると温高で1.88

 ℃、最{医て・2-05℃いず;れも低くたっている。

 ○水成川の月・平均水温は23.37～22。.69℃を示し、前月1・こ比較すると

 ユ.72～2・37℃低くなっており、{.・.二、こ1='tを前年同期に比1鮫すると、最

 高で2・41、量低て2.3ザC低くなっている。

 ○福山の月平均水温は23.99～22・gポCを示し、他地'x1に比してや㌧高

 めてある。また、これを前月に比較すると2.69～2.26㌃低くたっている。

 ○西日本海・況、旬報1ユ、目上旬報によると、九州の近海と東シナ河の中部あた

 りは平年に比べるとO-5～ユ.5℃低く、その他の海域;土11.毫か;.・共,=ろが多く

 なったとのことてある。

 ■漁況

 /、水成川

 偲漁獲量は3一ユ70的で、これを魚種別にみるとヒラソーダが768切で
 全体の24・2第、サパが690佃てI2ユ・8系、小禍が537片σて・ユ7-O劣、

 イーヒエビが508切でユ6.O第、瀬魚が385幻でユ2.ユ%、キヘグがユO○

 的で3.ユ系となっている。

 これを前、■ヨと比較すると、総漁碓量は5,084たワの減獲となっている。魚

 種別には前月サパが全体の63系を占めたのに比して今月は.魚種別にはまと

 まった漁獲がみられない。

 また、昨年同期と比較一すると、有為日数、出漁船数、一総、漁獲量ともにほr

 同じであるア)1、イセェピが昨年・に比して約2倍の増獲となっているのが目立
 っている・。
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 2、里村

 総漁獲量は710ユ8抑で、これを、魚種別にみると、瀬魚が5・280切て全体
 の75.9系を占め、次いでヒラマサが8ユ4佃て・ユエ・6系、イセエビが695

 一.9で9.9弟となっている。
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 イ.セエピの蓄笑殖と航空機輸送による県外出荷につい下

 種.子島地区フ年産業改良普及員本木'三雄
 種子島は鹿児島を南に匡巨ることユ号O㎞に位置1し・東。西ユ2K皿南北52㎞にお
 よぶ細長いユ市2町からなる.島です。(別区1)

 海岸線はユ40㎞、イセエビをはじめトコプシ、テングサ類の根付資源に恵まれ
 島の重要産.物となっている。ユO月初句イセエビを中心としたユ部水産物?鮮魚
 専用輸送機による大坂出荷を中種子町漁協が計画し、実施したのでイセェピ漁業
 に焦点をあわせて現況を述べてみたいと思います。

 国子.熟のイセエビの.総水揚高は昭和39年において47-400切、27-847-OOO

 円、漁期は9月から4月まで∫大部分が'9、ユO,3月に水揚されろ現況にあり
 ます。

 販売面においては3仲買業者(県外2、地元ユ)との取引きが以前からなされ、
 西之表市の入札価格(表1)が決定されるとこれに準じて中、南種子町の価格は
 10円から20円の安値で買I反られる状態で1日態然とした販売体制下にあって価

 格上昇も期待できず、多くの漁業者からも何かと打開策はないものだろうかとい
 う強い要=望も出され、解決の道を探るべく調査研究が進められていました。

 なお、」部においては短期蓄養が実施され、叉、定期旅客機の混載貨物として

 少量一厘児皇方面に出荷されていたにすぎません。
 9月中旬、県水産課の紹介により大阪合同通運株式会社からイセエビ及び水産

 物の鮮魚専、用機による航空輸送計画がももこまれ、中種子町漁協'が・積極的にこれ
 をとり2)げ、役職員をはじめ組合員あげての。もえあがる意欲と協力のもとにイセ

 ェピの集荷、蓄養が実施されました。蓄養は9月25日カ;ら9月30日までの短
 期で集荷、蓄養を町内3ケ所の蓄養籠(鉄骨鋤、全絹張、縦横1.50m、・長さ2

 nl)にユ,07つ紬を蓄養し、その間の死亡率は7名を示しました。

 §ユO月ユ日イ.セェピを主体に軍イカ、ヵンパチ、ハマグリなど混載して大阪
 むけ試胎空輸を実一施したのでその概・要について報告します。

 空一'ムの概要

一出荷月日

出荷先

使用機

所要時間

積載量

出荷魚種

価格

 (～当り)

 ユO月1日

 大阪、荷受会社大阪合同通運盾乱

 ダグラスDC3型(鮮魚専用輸送機)
 2時間30分(種子.島空港～大阪伊月・空港)

 最大3トン平均2トン

 いせえび1.OOO佃甲いか300切はまぐりユOO仙

 かんぱち30'刀

魚種

いせえび

 弔いか

はまぐり

かんぱち

組合買取値

450円

 ユOO円

50円

300円

 大阪空港渡一し

850円

325円

25円

725円
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算

魚種

 い世えび

 印11.(カ、

はまぐり

かんぱち

計

大阪売渡金傾

 ]。OOO切×850円=850,000円
30Q×325=97・500

ユOOX25=.2.500
30×725=2ユ'750

 9ワ1,ワ50円

 組合員I取金額
 ユ,000佃×450円=450,000円
300×100=30,OOO

ユOO×50=5.000

30×300=9,OOO

 .9。,000円

諸経費

 航空運・賃
生産者支払

集荷蓄養経費

計

差引利益

利益額

 32ユ,750円(佃当り225円種子鳥～大阪)

 494・OOO円(組合買取分)

 54,500円(蓄養中死亡えびのO・7¢も含む)
870,250円

 97],750円一SワO,、250円=ユOユ,50C円

 ユOユ,500「円

 以上のように初回のイセエビを・F心とした水産物航空輸送.機による空11命1試弓1は
 一応の成果を挙げることが出来たと思います。これは従来までの販売のあ.〕方を
 改善していく転機であり、町、漁協並びに漁業者が一体となった艇1島水産一業振興
 えの意欲にほかならないものであって・空輸されたいせえぴを中心とした水産物
 を舳業者自身が産物の価値を白ら犬め、為お今への報酬を評価して雌111ムの水産
 業の方向を見.出し乍ら、生活の向上.を探ろうとしたことにほかたらないと思考し
 三…す。

 この成果の波及は、島内漁協、漁業者の関心を集め、大きな1刺激となり、ユ0
 月のイセエビ個.略は今までにない高値で取引きされている現状にあります。
 なお、種子,盤の水産物ではトコブソ、マグイー、シマ7ジ、プーリだと荷扱煎“

 多いので、今後は関西をはじめ大消費地市場え出荷を計画し・.柵拐に応・した出荷
 沐納が確立されるよう期内漁脇は互いに緊;誼な連けいをとリ、二1キ同出]荷ができチ讐
 るよう考究してゆく必要があろうかと思います。

 (妻ユー)種一子.i二ijにおけるイセエビ価格

 1年亘二二{且、 1

 ポー音貨一三一斗
 甲一1」.干.1業上・・上・

111ユ2

 ;i呵「;“;一一一両

 二1Q二



養殖魚流通関係資料

 (ア)航空輸送貨物理賃(円/的)  (・1O年ユエ月)

 .!言I＼到鹿児剛福岡L大_L.刊j
 7斗二1.可〃L巳芒L'1重量川以上は・・
 ㌻一種二÷三十三二二十三;吋;∴1第
 讐.」1.一ユ・・.L・LL∵・用上1・・/1
 中種子一・…5.二〇〇128一割引される
 1、■。。、ユ。・!。。。1ミ
 但し、生港から空港までの運賃で、地上運賃(営業所～空港間ユO〃

 30円)ぽ含まれていない。



(イ)  39年いせえび月別市場別単価



 般漁況(1O～ユ1月分)

漁業部

海況

 10月上句の暁南海域の表面水温'は屡久.島北善B・海域て25℃台を示し、平年
 よりユ℃内外低目となっている。大隅海域では0-5℃内外その他の薩南海域で

 は2～3℃前月上旬より降温し、大隅海域では1～2℃昨年より低目になって

 い・る。

 ユ1月上句表層の海況は草垣.島からロノ島を結.芝;沖合域は25℃台の水帯に

 広くお㌧われ、平年並か1℃低目である旦

 各海区をユO月上旬に比べると.全般的にユ～2℃低目となっているが、大隅東

 ・部て・は若干高一同にたったところもある。なお昨年同期に比べてみると今年は全

 域にわたって(草垣～宇治は昨年並)ユ～2℃も低い。一:しき海峡方面では強

 い南下流があり、その影響は表.層で,梨島附近まで達し・ている。

漁況概要

 ・・月は八田網、旋細(近海)・・リ・パー一本釣一ヵツオー本釣とも一般にユ・
 月より漁況は悪化した。

 旋網北薩海区では、'中,小サパ、小,豆アジ、ムロアジが主体で種子.島南部

 漁場ではムロが主体となっている。

 八田網もユ1月は1O月のシ2に減少し・ており鹿児島湾内での操業はユO月
 11月とも見られていたい。志布志湾、頴娃沖等ではムロアジ,夏アジが殆ん

 どである。

 ヵツォー本釣も殆んどの船が操業を中止しており入港船は減少の傾向にある。

 ヨ]ワ曳縄はユエ月下句迄漁獲はなく、今後の漁況が危、与;ま幻.ろ。

 種子島近海の小型マグロ延縄は不振のようである。東支那海でも今守けダ・
 カジキ、シロカジキの漁獲が少なく、バショウカジキが多いようであ.る。

 瀬無一本一釣は南支那海方面Iで操業している胚はユ隻7,OOO走σ五くを1f1,1一…し
 ており近海船もまずまずの漁碓を揚げている。

一13一



10、  ユエ月各地の業種別水揚量

 ユO

 ∴モ讐序

38ユ272崎

 「…十ユ。・・。4・
 .局久根369ユ899.2

ム

月

魚種.

 ジ小サパ
 小アシ

11

刀萎数1亨請'汝種

 口、ノ、一リーノ{
ウルメ

 ムロ、ウルメ

 小、豆アジ、

 1∵ヅ1幸=
中労子苛

 6366.ユムロ、ノトサノ{

934.5ムロアジ

 544.7ムロ、ウルメ

77ユ45.2

 ノ麻「豆一テジー
182856.4

 ウルメ外

 。。。。1.Oムロ・下頼一
 小サパ

 ・・F…ム.L五二.

 2012.3ムロ、豆アジ

 。。。。。・。.ユ1

 〕束,毎巾テ音

 サパ】木釣■

 1÷1上;ユ0;1;中il
計 …1ユ…

 ↓芒J久根

二十十千十.一
 _二一ど!69・2

 川ドー

 カツニ{一

一木釣1

ド
 一1T

1枕崎
小

    下二百㍗メ・豆アー
    …、豆アジ

    一■■凹'

    24・・…1一一
    6一ノ「1222209二

    9ユ7{

    ・_」・・土1「十31、・・。。。「1・。110打._    ・■L
    1ユ52.7.

一一一一一一1

`14一



 漁.村のことわざ(その6)

北山易美

 船ん元は3年でとれ

 船ん元というのは船の建造資金一のこと一である。建造当時の船は新造船という
 けれども、2年1ヨくらいからは中古船と呼ばれ、7,8年もたつとはや老朽船

 となる。従って進水の年から減価償却をせねばならない(漁船保険制度の上か
 らは木造船の寿命は8年とされている,)。

 漁師として船を作ったら進水後3年で建造費を稼がないと、4年目ごろからは

 修理費がかさんできて、また追々老朽化して思うように操業ができなくなる。

 船は漁師の生命の綱であるから老朽船にならない3年同くらいまでに建造費を

 稼がないと次の代船は1乍れなくたる。また、それくらいのファイトがなければ

 漁師とはいえないから転業した方がよい。

 川口ちや騒動しや

 沖から船が帰ってくる。漁に出て行く船もある。家族の者は痩って来を魚や

 約一具を運ぶ、売る者、買う入、船の機関の音、これが川口港の朝の風景である

 が、このようなテンヤワンヤの明朗た騒ぎをするとき「川口ちや騒動しや」ど

 いつ。

 早かものさい、遅かものさい

 のさいは傭運のことである。他の船より早く・漁場に着いても潮流が悪いと
 か、水温が低くかったりして必ず大漁をするとは決っていない。これと反対に

 機関の調子が愚かったり、或いはその他の原因で他船に遅れて着いたときちよ

 うど潮も水温もよくなっていて一大漁をすることがある白また旅行のとき都合で

 ひと汽克遅れて出発したところ先発の列壼が脱線転覆、多数の死傷者が出た、

 ひと汽笛遅れた㌧め命拾いをしたという例がある。遅れたとし;つても悲観する

 な、人{1三は万事塞翁の馬で早くてよかった場合もあれば遅かった』めよい,結'果一

 を生むこともある。所謂早かものさい、遅かものさいてある。

 道具がよくても,魚は釣れん

 最近釣を楽しむ人が多い。日曜になるとそれそ一れ立派な釣道具を肩に出かけ

 るのをよく見るが中には道具に相当の金をかけて所謂道具自慢の入がある。こ

 のような人には上手な方はないようてIある。遊漁たけて・なく専業'の場合で・もそ
 の伊』はある。

 船体や装備が申分のない優秀た船だからといってもいつも大漁をするとは決
 っていない。むしろ廃船に近いポロ船やいまにも破けそうな古網で大漁をする

 ことがある。一要するに漁具・よりも腕、即ち獲る技術が必要であるから、漁具だ

 けに専念せず一腕を磨くことを忘れてはならない自

 なお漁業一だけでなく、コ.ルフやスキー或いは自家用量でも同しで、腕が上遠

 一ユ5一



 してから道具†童は買うべきである白馬買うダニにくらを買うの諺がある。

 ・岳・力は雪・下々は飲ん日和

 冬期浜の古老たちの間に交される言葉て・自ら決めて休むことである。言うな

 れば漁民のパガンスである、(床・むことをコクと言う)
 冬が来て北西の1季莉1i凪が吹きすさむ、開閉岳や暢.ら山あ1貫きが白くなる。3
 日も4日もシケ続きて二沖には出れない、毎朝空を眺める。西空に雲かか㌧って

 いると「今日も西の・1・シタン吹きじや」とさ)きらめる。風よけの所に2人3人

 と寄って漁の一話・やj、吾のこと、世間話一に花を咲か」止るうちに衆議一・決「飲もうや」

 となる。即ち岳々は雪、下々は臼.1λ..日和とデュるので・一ちつて一名黒ちよか日和と

 もいう。(黒ちよかは1尭・、・一にかノ、,をつHる容器)硬するに天候の悪いことにか

 こつけて一焼二{を飲叱.うというときの合=ξ某で;1:)る二
 (睡児工■j県i`l1業公社1事務取締役)

 1,竜一美ラ豆信↓

 み・空は高く、我が菰気上.る、敢,・舎逢坂の西1.ミ赤く適動ナ.弓は戟の庭そ、恒例の'吉'仁

 .童封=域大1重刑会も古仁奉.高グラウンドに於て小雨の中て・ユ3チームにより精一枝が

 1一丁:1[われた。分・1.弓も県職チー・一・とし.て11つミ合山陽、'幕:目63人、他の職域よりは大

 111.・出:てあポたが他チー一・援手の三[j川一ユO[閉位の橋い洲いせいあってか、
 '反ノゴチー・ム=O及.ξ;どこ・5ではな・,・った二県一命に頑弼って漸くユ3話1、特に目を引

 いた21二〇=ケリレー一、グラウンド(200m)1人ユ周、]OO才台なら2人、

 20才台なら!0入、分鳩からは尾崎さんが1山鳩、大いに頑張った。スポーツル

 ールにやかましい当地では一週間前に選手名簿提出、それに佳民事まで調べると
 いった念の入れようである。塒技も熟を;井びドラム廻し、1;≡一命投げ、びん倒し、か

 1はて逆軸して1屯ない入の珍フ'1ノー、各チーム1,点、を争い嘔勝・せんものと声.高らか

 の応援口1、小チームのところはテープレコーク.一一に吹きこんだ応援歌で振いおとI

 ろ。幸いの空の下での和やかた一日であった、肌寒い頃となりましたが本土の皆
 様の仰鮭.勝祈ります。

(Y,S)
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業務概況

 §本 場分

旧南丸

 ユエ月ユ日～8日

 12月2日～ユO日

かもめ

 1ユ月8日

 ユエ月ユ5日～25日

 ユ2月2日～9日

漁海況海洋観測(担当者

 〃。(担一当者

川上市正)

徳留陽一一郎)

 1.…{1揚言局否(大.1'.言分場)より帰港

 一'た(担当者 川1二市正)

 ○アワビ人工採苫試■責

 1ユ月1日以芦隼、こしき,鴉里ヰ寸産一クロアワビ1='「1.・て.一生一一一'口走1・…1一≒之行
 ない、誘・発1・こ成功した下記の3凹1分の幼生を*!■水1「'㌔一こ1司1」手1・1・で㌔る。

 ユ1月ユ5日セットした卵数約10万何、一11…生=二≦約70ア;、

 リシヤー数、約7万個体。5日後1こ沈着期に人一1、⊥£■「」=句"一'1二{勺

 1000個体の稚貝となった巳殻長量大ユ11・1'(25日H)、
 o12月3日セツトした卯汐約5万個、発」:率4完、訪川ベリソヤー

 街{、手二勺2000f竈{本。

 o12月8日セツトした卵二」よ約ユ3万個、発≒ヒ率3ユ完、イ,一期ベリジ

 ャーう女、奉勺ユOブラ{司『本、o

 いつ'れも5日'後に沈所期に入り5～70C宥水柚で飼育している。

 (担当者山口昭宣、棉原久幸)

 ○クロチョウガイ室内飼育実蹄

 3、卜jの人工.」尿苗で鳩た拙1月を弓1き糾さ室内循環水識中で一句育している。

 ]2月上旬巣大役士=…6州。(担当者湖戸ロー男)

 ○フジツボ防除対;蔓調査

 ユO月30H、ユエ月王S,ユ9日、ユ2月2日に福山、竜ケ水地先・芒
 の着生状況を調査した、(担当者前田耕作)
 ○ノリ実験

 。9月20日以来引き続き行なったアマノリ20晶面の単胞子放出に及

 ぽ'ナ日長条件の実離はユエ月ユ7[1をもって終了した。

 ○ユエ月下句より室内採苗による実I-1会を行なっている。

 (。担当者新村巖、一入辛)

 ○ワカメ…養大吉…式7会



 12月2日～.4日種苗縄,要開f乍業(東町)

12月6日養殖展開指導(西桜一島村)
(担当者瀬戸口勇)

 ○ノリ養殖指導

 ユエ月2ワ,28日

 ユ2月3,4日

 ユ2月ユO日

 出水市米ノ津漁場

〃〃

指宿市岩本漁場

 (担当者・新村巌)

 [・・b造部

 ○赤身利用蒲鉾製造試験
 アジを原料とする術舛原料開発への一環とし1冷凍すり身法を準用した

 ソルビット入りすり身、加塩すり身を試{乍、経時毎の凍結肝煎すり身によ

 る瀦萌1製造を実施して適正な処理方法等につき研究・1㌧
(担当者是校登外)

 ○冷凍すり身・利一」ソー一セージ製造試験
 助宗クラ冷凍すり身を主原料としたソー・・ヒージを試作し、在来製.与1』との
 1三ポ1…施し.た。藤田摂外)

 ○かつお師かび付試1汝(三1土続)(〃〃)
 ○川

 1.j11村内締易加二[品としての7ジ婆焼、落身利用.魚せんべいを試作一方
 ラオ〔ぎ浦.暁真空包装の包装皮膜と加熱殺菌の関係を調査し業界指導に当一
 戸=。(棚1・当者木之下耕之進外)

 ○.九外ト山口水;;い==川壮!玉会.出席(宮崎)(石神次男、是枝登出席)

 ○全国蒲箏雁及びアユ加工調査(熊本市、人吉市)(木之下耕之進出席)

 ・■←:一写三正i{1三

 ○イセエビllI1養育一ギー.1ミ

 こしき.1;lj不実港に省1、・て9月2日から実地中のイ・ヒェピ蓄養1七校誠一・1ミは

 1ユ月2日友びユ2、『2日に名21回、朽3口f1の定期測定を行なった。3ケ

 .弓■ポ≒〆・1こたると放養尾教の違いや、投餌区、,無投餌区との固に増重や一歩
 留りにおいてかなり欠きた一毛が山ている。試;1会はユ月」二句までI続けろ予定

 で、結果については箒日販郷めて報告する。

 (担当者九万田一已、荒牧孝行)

 ○人工餌料(固型一)によるハマチ養成試11黄
 40年度は間型再料だけによる八マチ享三……成…弐検を試み、5月24日から

 桜一:.』水棲館野外・池及び.垂水市、江ノ.島地先において果施したが、ユ2月9

 日、魚体測定Iを行一だって205日間のハマチ養成就鹸を終了した。
 現在資料販編め中であるが、.最終取.揚げ時のハマチは号大ユ、335系、

 平均99ユ、28あつた。

 一ユ8一



担当者.畠山国雄(企画).
 九万田一己、荒牧孝行(蓄養管理)

 上田忠男、弟子丸修(化学分析)

 ○.顧粉汚水調査

 40年9月24日県主催(11一;1放課、鉱工課、工.業試;一…腸、本試)による

 職紛汚水対雛協議会によって』…堀喜一1一画がなされ、肝付川水系の汚水調査を

 主体として定男調査をすること」たわた。

 ユ1月10日には暇粉工塙最盛期における水質調査を行ない、ユ2月6

 日には宮大農学都水溜肋教授「水産用水=基準専門委蟹)と共に現地調査.を

 行なった。

 (担当者上[口忠男、弟子丸修)

 §大.;上分生1;分

 度・係

 ○ユO月2.エロ

 ⊂)ユO月28口

 ○ユ。月29日

 ○ユエ月3日

 本」1当上ノ園庶務部長来雌

 分1、巳業務の視・察、また試殿場研究施設の整備拡充などに

 つき説明の後、分場素案など一聴販討議した。

 県水産商工委員長吉留県議、平、今村県議、椎原大島支

 庁次長外7名来場、視察された。

 鹿大かごしま丸入港

 村1.u水産学部教授、水産学部3年、4年生来鳩。

 かもめ丸坊津町泊経由鹿児.1,;j向け出航。

川漁業係

 小型巾着桐及ぴ底刺し網操業試、1'灸.

 加言i・呂麻.1二七南岸及び竜郷湾てムロを対象として操業、諸鈍湾、西同室沿

 岸域はムロの,黄群一が多く好成績であったが、竜郷湾ではヵクボシイワシ、

 ギンヵガミなどの1{1雌があった。尚、この試=全で四張掲↓り人力の省力化

 ノ)≡出来効率的な≠11{法であるから今後業者への普及も言1・りたい。

 底刺糾は天候に恵まれず好効果は得られなかった。今後一木的の転換漁業
 として継続試験(漁場調査など〕の予定。

製造係

 ○ユエ月5日～9日

O

O

 うに歩留り調査

 きリんさい加工試験

荒本節理造

荒地師理造

 習」{包節碑二萱

 むら節製造

 530κ口

 6,ユC○止g

 フ,490ψ

220畑
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 九州・山口各県水試加工.戸i1用担当者会議(宮崎市)出席

 ]ユ月5日・～6日(凸巳万百者i式圧1挺生二:)

善殖係

 '.)マーべ室内採苗試モ灸

 ユO月28日一柚のみ室内飼再縦続して他は{中出し完了。27,OOO余個。

 マベ,越冬試1負

 ,l1辺昭一身ワIノ{筆田丁泊」也・先・＼ユエ月3日誠一二㍑1分かもピ)プLにより38年貝33{問

 9年貝ユ14冊、40年貝346帖を一晩送した。・今後これ.らの成長、成熟

 度及ぴ歩留り等について'奄美大.熱との比較を行う。
 〔笛一回続飯り換えを1.1月ユワ臼～ユ9出行い、これに依り本年度の歩留

 リについて大1・・ドの傾向か半1」明する。

 (⊃イソノリ1周ピピ…亘…玩首}ミ':・ミ

 ユユ月1ユ日～!2日名納市大熊地先にて凋ヒビ姓込みを行う巳この時

 の水温24.ユICて・昨年1司剃1'こ比べてや㌧高めて・あるが、綱ピピ坂揚げ迄には

 23C前佼に下るものと.害、う、、

20一


