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 本県だ嘉けるニジマス葦殖の、経過と動向

大口養魚場

 /,本県ニジマス養殖の沿革

 ニノマスは明治10年米国より我国に.輸木されて以来各地で養殖が行な.われ

 るようになったが,本県下ニジマスの企業的な養殖が行なわれるよう午たった
 のは,昭和36年9月当大口養魚場が宮崎県小.麻総合着'魚場より20.1000尾

 の稚魚と食用規格魚釣3,000尾を移入したのがニジマス養殖の始亨ρ牟あり
 その後幾多の経緯を経ながら,新らしい淡水養殖魚として県民に親しまれるよ

 う・になり現在に至っている。

2稚魚生産

 二伸ス稚魚生産は施設及ぴ高度の技術が必要と辛れ・従っ'て岬企業では
 大規模経営幸除いて戸なわれ.ておらず・一般に公的機関で生産へれている・
 当塩でも養鱈業の輝を1さ.かるため・・年il一デ仕事に取.1組峠い札
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      年度購入数量生産地
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 ・・3…40・1.・2年度

 自家採卵は昭和37年度から試験的に実施.し・一39年度で目的を達しれ

 当即採卵は時鮒やぶ遅れるため1事業舳は購入卵に主体干おき補足卵
 とよめている。

 。。年法は夏期の千ぱつによる親魚鑑死により小型親魚を用いた工め採卵数が
 減少した。
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(3) 年次別稚魚生産数イ
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 椎マス配付数量
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 ※.当場の現ふ化室の施設及ぴ稚魚池

 であ稚魚生産限界は一]00万尾位で

 ・ある。
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 稚マスは38年より民間へ配付を始

 め,40年には飛躍的に伸びた。42

 年度は干ばつによる鞍死のため需要の
 '70%位の供給率であった。42年薩

 は12月現在。

 県外及ぴ県内の地区別配付数は次表の

 とおりである。



 稚マス地区別配付数量

        旦那三リ土・掠り・・4工年慶42隼霞計備考
        出水郡775拝尾エ4350縄尾野
        出生jL二』19,4003・45012.850
        薩摩榔1110Q02.0005.0004,ユ3012・ユ30宮之城珠郷薩摩

        一'

        阿久根市二F、。。64,00064.ODO        串木野市13・ユOO23.OOO5,OOO51500
        ユ・3001,OOO4400口'上郡山

        2.OOO5'000
        ユ5200川辺知覧・        ト幕.2・ユ00川辺亡1一.l1;1;l1別「十十1舳。。谷暫F三三…0         0

        50.OOOエO.00099500開聞
        ユ8.OOO3ユ。夢00
        oo2,000.19.900
        5026,色00130,050吉松一'霧島隼人加治木粟野
        oo.2,0007,500菱刈
        OO30.30075,340

        囎映郡」コ仙十一ユO.OOO一15.OOO5.OOO一3LOOO志布憲'・大隅有明        垂水布4.OOθ        」」4.000
        鹿展下一14.3007.O002.200]3,500
        肝付郡2.OOO6.OOO】5.00023,000串良吾平内之溝
        熊本県一8'00059.75040.500108250人吉湯之浦
        計7・OOO,36,I80工02,160279,500206.93072工770



 3.食用マメ生産

 県下の吋マス食卵生鰍劃干統計鰍確実呼量が糊していたいが・
 穫酋生産供給唯行次っている当・場での供給した稚魚薮から食用魚換算を行なう

 と次表のとおりである。

トン

50  年次別県内食用魚生産数量・

40・

30

20

農

民間生産量

一

当場生産数量

エ0

%
zz.

363738394041142年慶

 年.ニジマス養殖の動.向

 本県におけるニジマス養殖は霧島山系をはじめ,一大隅,薩摩半島に轍在する

 地下湧水利甲が主体であり・養殖形態は小規摸で一粗放的なものが多く・今後未
 利用水源の開発と合せて,山間地の冷水河川の利用を含めれば自然条件的には

 .大きな発展が期待できよ㌦
 'しかしたがら新業発展の最大要因は消費市場の拡大にかぶっており,更だ種群

 生産の確立を図ることも必要欠くぺからざることであ.る。

 最近の生産と流通関1係は,併行の頻肉よりむしろ消費増大の方向に.向っており.,



 今後はこれらのバラニ/スをと一りつム・新たた市場開拓と生率増大を図一るべきて苧
 ろう・。・'='一.一二一

 今後の県内食用マス生産見込み

トンー■

100

50

30

 4004245・50年度

6.



'＼. !㌧

 ＼。r一ソ

≡◎
 >・、
 ＼'.一・

 .づ.・・虜青
郡..!.
 ・韓一)
 市＼!.
 串木野一◎国㌦)
 b電◎.分、
 ◎.嵩.、..・育＼

 阻.◎・;
 干...湊移、
 置.茎・.綱。'部'j一㌻一一
 ・・ぴグ市.…ぺ◎

 .士∴ノプム1.・'一◎
世.

 ◎一・

'肝一一◎

何'

 ニジマス養殖現況



 4月の漁.海況

漁業部'一

 ※・海況

 ・肘はW縮は緩やかた上昇が見られ一・黒鰍域で・1子犬体平年並となっ
 たが.倉南沿岸域では住お例年より低目であった二中旬は屋久島近海て2I℃

 台・トカラ海峡で・3∫台を示し・薩南沿も沖合域では大体岬並とたった
 が.下句には沿葦水の張り出しもみられ,薩南沿岸沖合域では再び例年よ約1'

 ・二一制後低目どたり。この低目は5月上。中旬もみられた。
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 ・漁況

旋縞

 旋網による3一港の水鏡・量は2,422毛で昨年同期をキ・ふ上廻つたが・.一これ

 は延操業隻妙増加によるもので・統平均率湯量は昨年より少た!㌦
 魚種別にみればマアジは1,400・毛で昨年同期の15倍とやム増加したが,

 廿バは36.0毛で昨年の約1/2一,4工隼4月のユ/6.で少珪かった。・
 海域別には,薩爾Iの馬毛一島近海でマアジ主体,ヤクロ曾根。湯瀬,梅吉では

 ムロサバ主体あ漁がみられた。マアジは昨年同期の3倍であったが.サバは

 昨年よ一口半減した。枕崎港における1統平均水揚量はエェ屯で4月.てばこ・ふ

 数年*の最低であった。

 .酉薩では甑島.牛深,阿《根。長島海域でマアジ主体(・65%以上)の漁

 がみられ,阿久根,串木野港水揚は1,641毛で昨年同期の1.5倍そあった。

 マアジは1.工55沌(昨年の1.3倍)で増加し,カタクチもやム増加してい
 る。1

 .八円網・1＼
 I・鹿拐1島湾内の.へ円網によるカタクチ漁況は好漁で山川港における湯量は

 65束'!・カごオ解料)で同港㍗本務と川干こム数年来の最高セあポ
 ○カツオー本釣

 4千に己子いり近海カツオ漁況は・活綾午なつれ上旬の漁場は中亭・口之
 富・悪石葛宇中一心として好漁がみられi隻15～20毛の船が多か北。一

 一8…



 中旬肥は口之島,臥蛇箇.、1畠身近海で漁場形成がみられたが,下旬には種子島。

 都。井顯中間が主漁場.となり一段と活況になつたカ書,この漁場は持続せず漁場は再び

 七島名域に分散した。

           昨年同期

           業一種漁港入港隻数漁獲量(屯)アジサノムロカタクチ他隻.屯一
           68588・1384.229.20.ユI5て.617.O535口0.3

           阿久根中83364・2232-70,9一0.187,742・8,7943・4.5
           ∫・89ユ30.8127.61.00.ユエ.40.7工.734.o

           7'曇O.4           旋細'■枕跨71268.9321.1128.O7.0旦5.4388-08.6           串木野61558.84H.17.9.27.235.37え32832I.4

           計.360.ユ]55.52も9.01.93.22ユ52098.8

           311箒ド245431123.1
           カツオー本釣枕崎・H示・96ユ008.5

           1,241.0379二2.4           山川廉・1一十'732,342.4150]544.9
           へ田縄山川4265.23].9

           曳縄枕崎9←285カツオ21.3ヨコワ7.26斗十4
           山川35工5.6カツオ王1.1シビO.7Iヨコワ3.0他'O.8202.2
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'定置観測(4月分)

 養・殖部

 ○旬平均水温・比重(満潮時。表面)

         1句水一温一℃比''重Iδエ5         本年前句差前年同期差平年差・本年前句差前年同期走1平年差

         上.15-92十I.34十〇.30一0.0826.76十岬工.十1JO十〇.95

         .中・.la22斗0・33一0.2工1埣664一P.12十1.69十1.00
         下1,18・63十2,41十0.52十⑰.63;25。.55一I.09目0.78斗0.I2
         一月平均11I&43十2.11一0.35一〇.52i;26占3一0“8十I.06十・0.9

 4月の水温。比重
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 漁揺I観測速報(4月分)

 養・殖.部

       観旬測値別小島水成川禧.山       最局一最低最一局最低最.局敢低

       上18.7715.50工8.5-2工7.22I7.0616.0-4

       中17.97I5.4318.54]7.3王17.55工6.29

       下I蔓..5416.7219.60r7.7720.7016.62

       月平均ユ8.4115.89I8.9喬I工7.5817,5516.25

       前・月.差一'一十3.42十2.43十I.59十0.31

       静年差一一一I.74}1.62十〇.05寺0.32

 ○本年度の漁場観預1j

 点は水成川,福山で

 は昨年度から継続実

 施するが,昨年慶1ま

 での里村.塁の定点

 を上甑村小島へ移す

 ことにした。

 ○水成川の4月水温

 は,最高水温の平均

 が18.96℃.最低

 水温の平均がI6-25

 ℃であった。月.間の

 最高水温は中.下旬

 のI9.8IC,最低水

 温は中旬の16.0℃てあつ牟。ヒの水温は前月よりも最高で3.4℃、最低では

 2.4℃高くなって缶り、昨年同期より.も最高'で工.7℃,・最低でユ.6℃低くなっ
 ている目

 ○福山では,最高氷温の平均が17,55℃一,.最低水温の平均が16.25℃で月

 間の最高水温は中旬の工8.8℃,最低水温は上旬の15-7℃であった。また前

福山

水成川

43年度漁場観測点

 一II一一



 月よりも最高で1。“,韓低で・一・℃高く,昨年同期よ1も最高て・・1℃・最
 低でO.3℃とわずかに高く放っている。

 ○小島では最高水温の平均が18.41℃,最低水温の平均が】5.89℃。月間

 の最高水温は下旬の20.2℃,揮低1水温は上旬の1ゴ'5℃であった。

 ○全般晦に水温の上昇蟹。度は大きくなってき大が二一外洋κ面した水成川では昨
 年;よ.りもかなり氏.くだρてい札一

 長帰海洋気象台・5月上旬発表㍗西石本海況旬報によると・九州沿革域では平
 年=よ.戸.事やぶ低目.とたっている^温・は今後・と牡昇去続・けるが・一海況変動の
 欠き.ふ・碕期牟か.ら沿岸や潮目.附近では注意するように報じている。

業務概況

章一
 〇漁海況海洋観測(かもめ)5月I目～8目

 ○トビウオ濾況予報発表5月ユ6目

 ○貝・千ビ分布調査枕崎沖合(カミもめ.)5月22目～睾1目.

竈
 ○かつお節電熱利用試験

 がっお節熔子工程あ省力花を目南とし,嬢液処理電熱利用による乾燥方式化

 つき干州叩㍗叩試岬琴施咋・?良い結果を馳・・
 更に大型魚につき遺詠する計一画一でぶる。

 一}I2一



 ○イカ粉末化試験

 前月に継続しクルマエビ餌料として素干イカ(・35,I80ク)及び凍結真空

 乾燥.品(5719)牟試作した。・・

 ○第2回利用加工全国会議

 新製品班,ねり製品班………藤田出席

 論度保持班,冷凍斑…………石神出席一

区草.
 ○ノリ関係'一・

 *ノリ葉体室内培養実験(月間)で

 *ノーリ糸状体培養(月間〕

 一*ノリ養殖試験(42年度試験継続)

 4月30日の試料採取をもって3品種、3水位別養殖試験を終†した。

 ホ5月工5～19日

 水産庁主催指一定試験「のり養殖技術研究」研究協議会へ出席於:佐賀市

 ○ワカメ関係

 *1潜走子付け指導

 5月14目谷山水産振興会3,oOom(養曜メカブ)

 5月工6目鹿屋市激協1LOOOm(阿久根メカブ)

 5月工7日谷山永産振興会21,700m(阿久根メカブ)

 〃鹿児島市漁協25,300m(阿久根メカブ)

 5月20～22目東町漁協他145,000m・(東町メカブ)一

 5月24目谷山水産振興会22,300m(東町メカブ)

 〃鹿児島市澱協5,OOO腕(東町メカブ)

 ・・へ一・…oomビー養殖.メカブ)・
 *養殖メカブによる採酋実験(月間)

 θコ;/ブ関係

 北海道産のマコ:/ブを原藻として採歯した種子糸を去る1月21目東町葛輸

 に沖出しして養殖。5月I9目の測定で最大長2.5mに生長し,少しっぷ未桔

 れもみられている。

 I3』j



 ・アワビ・トコブシ餌料種別飼育試験
 批引声き大崎鼻≠てポ1パケ/(・…)を弔いて㍗一中叶.・'

 ㌶1;;:1卿飼育∵∵∴㍗
 ○アコヤ採苗試験

 6月初めから浦内湾,庚磨湾,片浦湾において定点観測,易生採粂調義を委
 託実施中。'

 ○多毛類による了コ中ガイ病害調査

 ・月2・～28・日鹿児島湾内・5月2・～25甲の養母貝㍗.rてピ
 .よる病害調査を'行なった。

 ㊥ポリドヲ,フジツボ発生状況調査

 ツ業;㌘㍗;;1ニニニ1ぶ∴ll二∵繊∵1
 ㊥一ムラ廿キづガイ採酋試撃

 輝潟'牟根,高免.龍ケ水地先把コレクター設置し採蕾試験中。龍ケ水島先
 の浮溝御生数も計数中。

廼

 ○クルマエビ餌料試験

 ・・鞭指定研失の予御購と十て坤ニイ〃二の如圏査一を実施ふ。∵一
 ㊥定期漁場調査

 垂水市海潟・与根㍗雫叫質ヤ及び細菌呼
 5月2日,エ7日

 ㊥工場廃水汚歯調査

 出水市ワラビ島周辺において水質調奪峠施戸・月・・～1㌧日

 一ユ4・1ふ


