
うしお

第118号

目次

 薩南海域1こ於H・る40年度後

 煮干1一・わしの製品と薬品

大口養,角.場業務概況(2月分)

 定置搦(3月分〕

 漁上一一問測速報(3円分、

奄美短信

業務概況

 昭利4ユ4F4月

ユ

エ2

ユ4

ユ7

ユ9

22

漁業部

11型造郁

 大口養魚±易

養殖部

 大.1.≒分塊・

編集部

鹿児島市城南町20番12号

鹿児島県水産試験場



 薩南海域に於ける40年度後半の梅沢並びに漁況の概要

漁業部

 I海況の概況

 (ユ〕月別概況

9月

 沿岸域で表面水温27℃・

 沖合で28℃内外を示し昨年

 同期に比べるとユ～2℃低目

 となったが昨年9月はや㌧高

 目であったので例年に比べる

 と大隅海峡並びにこしき島西

 部海域の沿岸域の他は大体例

 年並みと孝之られた。叉8月
 の沿岸下層水は異状に低目

 (3℃内外)となっていたが

 これも9月の観測では昨年に

 近く回復した。

 なお昨年は9月上～中旬を

 最南温期として以後陣温期に

 転じたが本年は8月下句頃が表面水温の最高温期であった。

 ユO月

 …可児より2～3℃内外唯温

 し25～26℃どたり県南西

 部海域は依然として昨年より

 ユ～2℃低目で特に草垣.島～j

 黒島方面の峰温が大きかった。

 又下,繭水もやはり昨年より低

 目で一時に宇治群.島～草垣.亀方

 面て2～2・5℃、鹿児.畠湾口

 で2.5～3℃、臥蛇島方面の

 南=部海域ではユ℃昨年より低

 目となっている。

 たお大隅I海峡では沿岸水の

 振出しも強かったが黒潮本流

 域が接岸した㌧め昇温しβ年年

 並みかや㌧高目の水温となっ

たロ

 ユエ月

 大隅東部で23℃台、阿久根～串木野沿岸域で21～22℃程度。こし

 王i-igユ  40,9と39,9の力({昂.ヒヒ1靖(Om〕

 Fユ県2  '10,1Oと39,ユ0の水渇比較(Oエ!1)



 き.島近海で24℃台、沖合の黒潮
 流域で25℃台となつて10月に
 比ベユ～2℃降温しただけで大体

 昨年並みの水温となり例年より高
 目に転.じた。(昨年同期は例年よ

 り・や㌧高目の海域牟多かった、
 これは沿岸水の南下が弱く特に大

 隅東部での沿岸南下流(日向冷水)
 が非常に弱かったこと、.こしき島

 西沖からの暖・水二の接岸が大きかっ

 たこと等が水瓶・域が高目に転じた
 原因.と考えられる。
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 ユ2月

 上句・表面水温は2～3℃低下

 し大隅海峡で2ユ～23℃、宇一治

 群鳥近海で2ユ～2ズ。、こしき

 身近海でユ9～20℃となったが

 ほとんどの海域が昨年よりユ～2

 ℃高目となった。

 又、IF覆水の峰汽速度も咋年よ

 り遅く特に大隅瓶峡西部ではユ2

 月はユエ月より高温Iとなった唱測

 点もあり他あ海域でも昨年より高
 目に転じた海域が多くなった。従

 って大隅海峡では1ユ月同様沿岸
 南下流はなくむしろユエ月以上に

 弱かったこと。黒潮本流域の衰退

 が弱く、又こしき島西部からは

 ユエ月同様、依然として暖水の接

Fi93  40,ユ}と39,1ユの刀k{品比車交(Om〕
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 Fig44Q,ユ2と39,二一2の力(≡監比重交(Om)

 岸が.見られたことがユ2月の特徴であった。

 ユ月

 .宇治群島方面でユ～2℃、鹿児島湾口～屋久島北部にかけてユ℃内外昨年よ

 り低目が観測された外は殆,{、どの海域が昨年より高一目で二それはユ2月以上に

 '高目であつ.た旦特に枕崎沿岸～草垣方面での降温が顕著でたく昨年より2～3

 ℃高目を示しス大隅海峡でもユ℃以上高月でこの海域の沿岸南下流も依然とし

 て弱かった巳



 なおユ月はこしき島西部か・ら

 の暖水の接岸は王ユ～ユ2月頃.
 の如く発達しなかった様である

 が黒潮流軸の北偏か或いはそれ

 が分流の:枕崎沖への流入が大き

 く鏡えた㌧めか(?)こしき海

 峡方面の沿岸水の南下を圧迫し

 た1サ並ひ.1こ上記大F.蜀海峡での冷

 水の張出しが引続き弱かったこ

 となどから高'温に経過した。

 (ag月以.略の特徴

 a、低目に怪過した表面水温は9月で昨年より低目であったが大体例年近くま
 でI昇温した。

 b,8月の沿岸下層水の異状低潟も9月では例年近く迄回復した。
 c二一表面水温の最高温期は昨年より早く例年並みの8月中…下句頃のよ弓であ
 った。

 ユ、水温の蜂温期になってからユO月頃迄の降温.速度は割合大きく従って水温
 は低目に経過し特1こ県西部海域で大きかったがユエ月以降の降温速度は緩や

 かでユ2月以降は水温は高目に転しユ月現在ではユ2月以上に1高目となった。

 弓、ユ。月以降の大隅海峡の沿岸冷水の張出しは本年度は特に弱かった旦

Fi95 40,ユ2 50m♂t Fi96 39,i.2.50m^

Fig7  4ユ,1と40,工の水温比較(Om)



 f.、、二しき海峡方・面の沿岸冷水り張出しも拒隼よp弱かマー仁。
 g一、暖水系ではユエ■月頃はこしき島西沖からg暖水系の流入牢岸が、又ユ月
 には黒潮本流の北偏或いは支流の流入(?〕が見られた。一従って本海域の
 曇度も小さくIユ2月を昨I年と比べて見一ると(50m層)雫久島西方でO.20
 内外、沿岸域で0.20～.O-60と一低密度一と・たった。。(Fig・5,6)

 II漁一況.の概.要

 (⊃旋網の概況.

 昭和一ムO年(・1～ユ2月)一並びに39年の枕崎、串木野港に水揚した旋網
 ゐ入港隻・数と主一要魚種の水揚量を第1,2表に示し、月.別水揚皿と1隻当平
 均水揚量の前年との比校を箏三、2図ξ示した日又9月以降の枕崎、串木野、
 阿久根港水揚の月別(9月以降、の,魚種別組成と入港隻数を一前年一との。比較で
 示したのが第3.、4,5図てIある日

 第王表枕崎港の旋網による専種別水揚量(ユ～ユー2月)単位.屯

       年1入港隻数水揚量{アジ'        サパムロT
       ↓

       1,ユ6824,928.52,384.4ユO.439-79,683.4a236.ユ
       40

       9,64ユ.9・吐_」.三       一、一■'丁
       一535.9       394.H2η2'ワ38-4・卒

       ユ8.045.8!301ユ2.5
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 串木野港・・旋網二よる魚瑚1利水'・一城ユ～=2月〕出立屯

       L入港隻数入湯量マ・アジサパ.ムロ1ウ,レメ
       43王3,364.6ユ,037-3ユ,670.9440.8ユ07.2

       40

       1OO%30.849.7、3.1,3.2

       39568」33533一ユ,}44.5ユ,244一£844.5・ll       }00声34.三37.ユ25.2

 これ1こよると枕111寄港の40年の入港隻数は、前年の2・4倍、総本鍔量は2.8

 倍となり各魚種とも前年より、1二廻つたが、特1ニムロ、ウルメ、サパの増加が
 著しかった日

 一方串木野港てIは入港隻数は前年J=り1.5割減少したが総水揚量は、前年よ

 ワや㌧多くサパ、ウルメが増加し、ムロは減少した,叉阿久根港の旋網によ

 る水揚(第4表〕は、前年よりマ・アジ、サパは増加したが、ムロ、ヵタクチ、

 マイーワソは減少した。

 文月別水揚量をみると、枕崎港(第ユ図)では9～ユエ月に2.ooO.屯以

 上の水揚がみられ・ユO月には5.O00屯以上の水揚牟あつたが、.これは眈



 第ユ図  一枕崎港ゐ旋網による月別水揚量とユ統当平均水揚昼
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第2図  串木野港の旋.網,1・よる月}水・ド量とユ箏当平均水戦{}
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 崎開聞沖合域.並びに種子、量久近海を主漁場にしたムロ、サパ、ウルメの好漁

 によるもので一あつた日

 一方、串木野港(箔2図)でも9～ユエ月の秋漁が良=かったが.これは野間～

 串木野沖合を主漁場にした小サバの好漁によるものであり、又、阿久根港では

 9、ユ。月こしき島、牛深海域を主漁場にした豆アジ、小サバの好漁が目立っ

 た。

(2)魚種別撫況

 ④旋網で漁獲される魚種
 沿岸主要魚種の水揚量の経年変化を枕崎入港の旋網による水揚量(33～

 38年・・。・旋網漁業漁場別統計、農林省、39～40年““本試資料・)と阿

 久根入港の旋網ラこよる水揚丑(阿久根漁協資料〕でみると第3,4表に示す
 」:うに、薙南海域ではマアジ、サパ、ムロ、ウルメともに前年より増加し、

 40年は各魚種とも近年まれにみる高い水準にあったことがうか1える。

第3図  旋網による魚種別

水揚量(枕崎港)

第4図  旋網しょる魚種別

 水揚1置(串木野港、



 塘5図炸網による魚網別

 水揚量(阿久根港〕

(参考)  旋網の月別満場一図

 第3表旋1調による主要魚種水揚量の経年変化(枕崎港、 単位屯

      ∴十÷マ÷÷。≒ムロウ'レメ      3,490402

      347,6663ユ53,9232,74474

      3513,3591,0325,5フユ6,368P079,
      T

      36ユO,705ユ,4685,4454,604209

      3ウ7,4ユ82,69ユユ,7454,0499ユ9

      388,0392,758弓,ユエ?2,380337

      399,085エ6354,ユ623,738…ユ
      4024,9282384,ユ0,ユ399,6832,236

 北礎海域ではマブジ、サパが増加し、カタクチ、マイワシは減少している。



 イ、マアジ

 薩南海域(主に枕一時港水揚、では、2'384毛の水揚で4.5割増加し、小ア
 ジ(62系)主体であった。

 ユ0,1ユ月には枕時～開閉沖合域と種子島南I部を主漁場にしてムロ、サパと
 の混獲で.中アジ(57完)、小アジ(27系～主体に7ワ2毛の漁獲があっ
 た。(第6図)

 一方北薩海域(主に阿久根港水揚、では、3-462毛の水揚て前年の2.5割増
 加し、豆7ジ(49%〕、小アジ(41%)主体であった。月別1こは9・且O
 月こしき.亀、牛深近海を主漁場1こして豆アジ(69名、主体の好繰がみられた。

 (第7図、

二宮4表  旋珊:こよる主粟魚極水揚章の経年変化(阿久根港)単位屯
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第6図  マアジ月別漁獲量
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ロサパ

 雫董南‡涙」或て・はユO.4391屯のフk

 揚て・、前年のユ5割増カロしたが、

 魚体は前年ρ中サパ主体から小サ

 バ(5ろ%、主体に変った。3,

 5,6月睡一子・屋久近海を主漁.場

 に大中サパ主1本の好漁がみられた

 が9,ユO月には枕崎㌣開閉沖合

 域と屋久、畠下り曽根を主漁場に小

 サパ(82男)主体の好漁で大中

 サパの減少が目立った。(弟8図)

 一ヒ亜書流リ域で一士3・097毛の刀k;易て・

 前年の}6割増加し小サパ(70

 実)主体であった。好漁であった

 のは9,ユ0月でこしき島東部、

 野間～串木野沖合海域を主漁場に

 小サパ(?Q実〕主体の漁であっ

 た目叉屋久島下り曽根を主三ξ1I場と

 するサバ天秤苅では、5～?一号O

 中サパ主体の好漁は8月以降中'」・

 サパ主体に変り、魚価安の関係か

 ら出漁船も少なくなりあまり活溌

 て・はなかった旦(1箒5表、

 第5表天I秤釣に亡るサパ水揚量
 (鹿児島港〕

     40年39年

     月入港隻数
     547O
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 薩南海域では9,583竜の水揚で前年の25割増加し寿、秋満とも好漁で
 おつた,う1、北薩瓶域では、秋漁が前年ほと1でなく、串木野港では・ユ4.O屯の
 フk{ヨ号で・前年より約半減したコ

 、ウ"メ

 薩南海域では2,236毛の水揚で前年の約ユO詰に増加した一月別には9・
 王O月の仔こ「きか目立つたが、これは枕崎…聞聞沖合域、種子,屋久近海で主
 に漁獲さ.=し」こ。

 北確海域では7,8。コの好満以後1=三1;三`…はのびず、740毛の水揚であったが
 5～}2月分計では前年の8割・'宝方」したま

 ・カタクチー.'八田網1こ占るカ㍗'チ
 北撃海域のカククチ1一二1)隻1数を用久根;・走水{三打i二(山川港、
 港入港の旋絹による水讐1て1みると、一__一_

 .コ5表)

40年

!数一

ユ71
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 ■:、1
 r.一

 ⊥違!・・1型⊥迎⊥」型
 第7表ブリ掃付に、しるフーリ

フIリ

 33年以峰県全体で600屯前後を上下して

 いた'が、舌9年は985毛と好漁であった。

!一一

 40年1'亡前年ほどの好狽はみられず、鹿児.島湾

 口のフ.リ飼付11亘業ではユO～ユ2月に邑738

 尾の水揚で前年の7.2割減(第ワ表)し、又、

 山川、枕1時、阿久根港へのユ～}ユ月の水場i1土

 はユ56毛で前年同期の4.2割減少している口

(第8表)

 L㌧g年一…

 水主11∴÷・
 ㈹1一._.、_…

 _..三邑LL」!μ

 十1ユ091
     水揚尾数(山川港、

     月旬・・年L・・年
     上46フ

     当・∋十、」1O中1,763905
     下エ,852ユ,852

     上ユ,二〇〇4,670

     ユエ中下ユ,921},ユ656.1983,550
     上6549,559

     ユ2中ユ843,339

     下53894

     二=十8,7583]。,389

 一ユ。一



 第8表山川、枕崎・、阿久根港のプリ水揚量1、
{  ト†

ト
1
一

        山川港枕崎港阿久根港

        月40年39年40年3.9年40年39年・ゴ・一
        三9,5582ら0901,5786.7904.2王0ユ

        ユ6.4ユ92、ユ三62,“三ユ,3・斗        寸661503394ユ
        498445811吐舳9ト1=1汁慧、、639        1戸7ユO6ユ5

        11一Q5名344,3943,7074
        7O03,2027956}6,}746

        1TT一■三r。!1二榊一1■一        543-4

        9Oユエ3.3306斗75}6,64王2

        「三025,r20204王9トニ128.2091ε5,2333387=         一        4,η5「「一一一÷ド≒。l1篶ユl1111;

 ■串位・初

 一一'「十

 い辻簑."、、∵㌧11計1111;,
 j1一一一

 世今ポlllヒ土一ぱ1111」1寸111111
◎ヨ・ワ

 40年ユ2月はヨコワの漁獲は殆んと.なく、4ユ年ユ月中句になって枕崎近

 海でI約50隻{こより]日ユ隻20左ηのヵツォに'3先程度のヨ]ワが握獲されて
 いる程度てIある。

1王



 煮干いわしの榊法と薬品・

製造部

 本県1こおける煮干い1bしは東市来÷加世日]を始め県内各地で製造され(工場数
 93ユ、年間約3,OOOトン金額において約5億3千万円の生産があり・その約
 58系は県外向に出荷されています白
 原料はマイワγ、カタクチ、チリメンが用いられ、製造法が簡単な反面、靱品
 の出来、不出来1こより製品入札価格に格差があるため主要生産地の一部業者では
 既に数年前から薬品使用が普一反し好成績をおさめています。

独造法

 原料→稀薄.な塩水で洗蒲→煮熟→乾燥一→製了

 /、煮熟上の注意事I項

 (カ沸騰湯中}こ魚体を投入しますと筋肉が急激に凝固収縮し亀裂を生じたり、
 捻転して外形を損じ易くなります目

 (2〕反面温度が低すぎますと魚体表面の凝固が不充分で可溶性物質が溶け出し
 香味と栄養価が失なわれます。

 (3〕従って新鮮な原料は幾分低目鮮度の落ちたものは甚目とし、投入する湯温
 ↓.〔95～93℃で煮熟時間はカタクチイワシ(ユOcm内外)で約ユ5分目

 原料が浮き上る程度までI煮熟します。

 2、煮水'こついて

 薄い食.塩水で煮ますが、産地によって濃い塩水を使っているところカニありま
 すので、ボーメで大体4度から6度'になるようにして下さいコ

 たお、塩度が稀薄になつた場合は少量の食塩を追加して下さい。

 例煮釜の容黄タテヨコ深サ
 75cm×75cInX53cmの角釜=300-e

 (ユ石7斗、

       区分用1ポ十度lI備考
       真水の±易合2♂カ1クチイ1シ(10・・内外'i
       ・1270!塩42引ユ1.4o        ・二チリメン用

       海水一D場合270～塩3-3完,        9ポカタクチイワシ用

       〃270ノー',塩ユ・3則o35i・チリメン用

 3煮釜と原料

 前記の煮.釜(300～)で煮バラ三〇～ユ2枚入れることが出来ますが、原

 料を水洗後煮パラに拡げる時は出来るだけうすい方がよく、ユ枚当りユ・5～手

 一ユ2一



 佃が適当です。

 4、薬品使用について

 水産物は腐敗し易いので、その長期保蔵と一変敗防止については種々研究され
 毎くの薬品が市販されています。

 保存料としてソルビン酸、ネオシシセンB、フ1ノッシャーB

 油焼防止剤としてBHム、BHT、クイリョウタソ'ヤ、タイリヨウA,T
 エルビツトN、アネビトール晶質向上剤として俣リンサンなどがあります。

 5、薬品使用について

ユ

 例ユ,煮干い十)しの油の多い時期に油尭を防止するため煮水のユOOOOの
 BHA,BHT又は分散性BHTを粉末のま㌧煮液が熱くなってからかく一
 はんしながら注加し、この煮液に魚を入れ普通の製・法に従弓旦

 又補給三1土として5金目毎に・初め加えた量の2割を追加す戸。1

 例2・煮釜の液にタイリョゥタイヤ500混合・又差し水の際はその都度差水
 の赤を補充する一

 例3,上記薬品の単位使用の外相乗効果をはかるため保存料(ソ〃ビン酸)油
 焼防止剤(分散一性BHT)晶質向上剤(タリンサン)を併用する±場合は下

 記要領が適当です。

      効果…床ロカフ.{u!]一口使用撮使用例π美
      「ソルビ=ノ酸煮水の、'』QOO⊥石二杉(2Hバ的』品270`ドU8円ユO核
      油焼防止剤分散性王      BHT〃400Q〃67gユ502円85費
      品質向上剤      (頭落ち防.止)タリンサンユ〃600σ"45身ユ50・一
      計}ユ円6?策

      」_

 ∴呈“、、、∴、1半勺

」_

 ・一

 (注)たお上言〔1、薬品は5釜使用役更1こ2Q%の來晶追加で、tりユ50切の原

 料処理が可能と考えられる。なお処理.原料の増加j・こづれ下表のとおり

 薬価低廉となる。
    一一

    1処理原料製品生原料ユ的当一理晶^当1」
    ,1ユ50切(5釜、40切3.ユO円ユ1.62円
    300(ユO釜)80'1.877.OO

    450(ユ5答〕王20

    600(20釜)ユ60lll一トll1
    750(R5釜、2001.284.82
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 6、乾燥場の条件

 (ユ)湿地をさけること。

 (2〕タ也曹1の・一重し、塙男戸斤を王室ぶこと。

 (3〕土地の色を選ぶこと。

 黒又はかつ色の土はふく射熱の吸収が早く地温が早く上昇するため煮干い
 わしの蹄に地上に拡一けて乾燥する場合は濃色の土地がよい目地上に棚を作っ
 て乾燥する場合は地上2尺以上とし反射の強い白色の地面がよい。

 (1〕風通しのよい上易所を選ぶこと昌

大口養魚.場業協概況(2月分)

大口養魚場

 !、概況

 2月に入りふ化管理中のます卵もその一部が浮上をはしめいよいよ餌付けを
 始めた目浮上稚.魚はユ尾平均O・ユ2β、全長2・る～2・・1c血である。
 当場の採卵も昨年の.ユ2月からはじめ2月ユ王日で終了した。採卵した♀親魚
 }土44迅尾呈こなり…采臼旧事女`こ…二一三セラ圭一50フラ芸立岱二1一こたろ弓ニ

 ュ2月から始められた場内の整備工事も3月上旬に完工の予定である。

 まIだ水温の不安定もあって給餌は本格的ではたく体重一維持程度1ことじめていう・

 2I,2月の、飼育概要

        ぽ育無名ます2月ユ日        推定飼育数マ売数成死色㌦試邑内脳与訳不}桑数
        (ユ集魚、、暑地二。O尾570尾45d尋0Qマ
        食用ます5」5切OOO一'19420.6

        親魚候補g4胴尾O8尾Oo一Vユ8尾

        観ます^5尾OOO一〇4ユ5尾

        親ごいユ88尾OOOO        ⊥一
        雄ごい4}7ユ0尾O一OO一F4〃ユOトビ

        稚ます浮上魚o蜘毫「T「。一400,930尾
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 3、給餌の概要

      I一''一一㌔＼魚種餌料名㌔一一一      ふ化稚ます程ます(二年.魚、食用ます親ます

      マス餌付用焔ユ佃21.57
      マス用配合餌料κ3ユ35.2的
      〃〃.4294.O

      『■,『〃焔.594,O此g62切
      1フィードオイル9,8一140216」
 4、種苗配付状況

 にじます稚魚

 5、にじます卵及びふ化稚.魚の管理

(王)購入卵群(2月末日現在)

      ふ化率浮上(解け)、同数1!俺'考;一

      一収容月引産地`手三;…:ミ卵数死卵数..___!.一」、401泣砒・ワ1一滋賀エ・…δユ・μ・rl。ム岡・τ鼻・・。,!・唇岬亙,1。日より稚榊こて餌伺      8ゴ130299.390〃

      4ユ1231長野20qOOOふ1中1      斗1.一      50,OOO1

   
   
,

      700,OOO_」1■

1

(2)当場自家採卵群
          一

          採卵,『日数発眼卵数竺坐喧塁・浮上尾数備.考
          40

          ユ2ユ7OO26戸ユO9590。3♂1,55024.6602月28日浮上
          1つ27ηO205,501つ65,ユ70?4.33月上句浮上予定

          4ユ

          1ユエユ26ユ7S,3ユO_4ユ80040■・ユO79.5〃中旬〃
          ∵

          110           〇一68く型ヰ66β00き9,600ユ9.080778〃〃〃          '

          2ユエ833月†旬〃

          計・ユ44
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 6,2月の水温変化(平均)用水路

 月の最高水温.(2月9ユ日)

 月の最低水温(ミヨ月7日)

ユ2.6℃

3,8℃



 7、今5の動き
2月7出養鰻場案内指宿

 静岡県榛原漁協長及ぴ元浜名湖分場長飯塚三哉氏が指宿地方の養饅寧察

 に見えいめ九工家具・大茂養鰻場等を案午
2月9日.養魚指導川辺

 コイの造地法及ぴニジマス等について依頼によって指導。
 2月ユ。日進池指導川内

 依頼によりコイの養成池造成について助言を行なった。
2一月工7日養鯉一適地調査串良

 2月ユ6日～ユ8日適地調査内之浦

 利用可能な水資源が少なく企業的形態の立地条件を備えたところは見当
 らかかった。

2月24日内水面養殖研究発表会鹿児.1島市

 当場から急病の一基礎知識について発表日

 定置I観測(3月分、

養殖部

 ○句別平均水温・比重(満潮時)

         '■一i水温℃旬IlL一比重δ。ら
         1一!本年〕↓1剛句左加年同期一一平年差I'本年前句差ヨ■件同期差1平年差

         上」。.。ユ十0.79十1.03十〇.88』126・85十〇.08一〇.37一トO.76
         中1ユ7.17一十18511         十1061十2.0726.42一0.43一〇.92斗0.6?

         下㌧。、一1.13十〇.ワ9十〇.4ユ一'25.ワ9'O.65一ユ.28一0.24
         月平均■さユ6.30十ユ.04。ユエ、1十0.9ユ1■26;04一〇.?9一ユ.ユ4十〇.09
 ○水温

 ユ5.2～ユ8.3℃と大巾に変動した。一般に月間を通じて平年より高目を保

 ち特に上句で0.9℃、中句ではユ.9℃も高目を示した国中句のユ7～ユ8℃の

 水温は昭和28年の観測開始以来の書己録的な異状高温であった。従って月平均

 水温はユ6.3℃と前月よりユ℃、平年水温よりO・9℃の高温であった。
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比重

 前月に引続き高かんを保っており、上旬一の大雨てや㌧低目となり、下句にも

 一時的豪雨で低かんを示した。

 3月の水温・比重

水温

比重

本年

平年



 漁'場観測速報(3月分、

養殖部

 I一旬別平均水温

       r句朔測地別里水成川福山       最高最・低r司一一取高最低」履高最低

       上20.05ユ8.40ユ8.24ユ6.9ユ16.5ユユ6.ユ8

       中ユ8.66ユ8.44ユ9.8ユ且8.06ユ6.48ユ6.ユ7

       下ユ9.68ユ8.5420.25ユ8.ユOユ6.42ユ6.Oユ

       月,平均王9.83ユ8.46ユ9.48ユ7.73ユ6.46ユ6.ユエ
       ■丁。。、十1.97十〇.43十〇.33       鷺÷土1;1十2.07十2.89十ユ.62一一

 ○里村の3月平均水温はユ9.83～ユ8-46℃を示し、前月と比較して、約2

 ℃高くなっている。これを前年同期と比較すると、昨年同・期の最高水温ユ6.93

 ℃よりも約3℃■高く、最低では}6.39℃よりも約2℃高くなっている。

 ○水成川の3月平均水漏[は王9-48～ユ7.73℃で、前月に比1一文I三'ると約2

 ℃高くなっている。また、前年.同期との比較では、昨年同期の最高水温ユ6.59

 ℃よりも約ガC高Iく、最低のユ6.ユエ℃よりもユ.ポC高くなっている。

 ○福山の3月平均水温は16.46～ユ6.ユエ℃を示し、前月に比較,して。.3

 ～O.4℃1'≒くなっている。

 ○湾内の福山で前月から大きな水温変化はみられないが、湾外の里、水成川

 では前月からの水温上昇がみられ、また、昨年の同期よりもかなりの高温を

 示している。

 ○長崎海・洋気象台の4月上旬の西日本海況旬報}こよると、東シナ海、黄海の

 水温は平年.tりも暖かく、華南、五絶、対馬近海等・の黒潮流域は平年、亡りも

 2～3℃高くたった日今後もまだ全体的に高目の水温が続く見込みであるが、

 海況の空イビがはげしいので、とくに陸地に近いところの水温変化にはI注意を

 要するとの事て・ある。

]工漁況

 /、里村

 ■総漁獲量は7,880切で、魚離別では瀬魚が4,850切で全体の6ユ角、

 イセェピが1∫870切で約24系、キビナコミで↓OユO幻で全体。の約ユ3第
 などIてIある。

 前月に比較すると、総漁雅量では約弓400たgの滅慶となっている。魚種
 別には瀬魚、が3'335句の滅獲となっているが・イセエビは1』3王5切・キ
 ビナコーは620～の増獲となっている。
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 よ.、、,、F.、二一、j二・、ポL比1.亥すると、瀬魚の約ラエOOO切・キビナゴの約3・O⑦
 的の減獲となつてIいるために総漁獲量でもユ0'OO.O畑余り・の滅獲とたて
 L・る。

           匂別魚種上延出漁船数中延出漁船数不漁暴           有為日数漁獲量有為日数漁獲量有・臆、日数延出漁船数漁鰯1・量酎■
           瀬魚3501'305533925ユ。ユ742鯛O1会8}
           イセエビ5374553ユ93ユ5ユGユ66j].1ユOO工8ワO

           キピナ]'コウイカ23252359035670ユ=L41ユ05ユ,0ユ02i45ユ砧
           .タイ二!.ユユ5lll           計1495皇}QOu;571,910223・ユ613,8叩イ、1汀
 。2、水成川

 総漁獲量はL54ユ畑で、、魚種別には瀬魚が562切で全体の36-4蛮、
 ・」、クイが4qO佃て・全体の約26実、・イセエビが272切で約ユ8第など具
 主なものである自

 また前月1こ比して総漁獲量では約800畑余りの拭獲と.なり、前月1こ全体

 、㍍女十出漁獲量1有為
下 1漁獲;

           有為日数延出漁船数漁獲量言弼劉漁獲量有為日数延出漁.船数漁獲量量許           .魚種11瀬念一'一'            4ユ2ユ0582328ワ6王8i70562

           小ダイユ2ユ558ユ0592728040σ

           イセエビ38524ユ37Q5ユ7ユ50272

           コウイカ2ワろ4262?一           ミズイカ24ユ2ユユ4

           。ハタ類34ワ575

           カワハギユ三ユ0ユ0

           カツオユユ4545

           .タコ244545

           サメユユ4040

           カレイ一ユユユ5王5

           計ユ53ワ29322535482468700ユ。54ユ

 鰯い,
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 の20～40完を占めたキヘグ、キビナゴだとが全く漁獲され一す、瀬魚、イセ.
 エビ、タイたとがわずかに増獲されている。

 昨年同期の総漁獲よりも約500幻の滅碓となっており、瀬魚が約300切。

 の増獲となっているが、昨年全体の約70索を占めたキハダが全く漁疫されな
 い。

 ★★★★★★★三=こ★★・、二子★★★★★

 ☆奄美短信★
 ★★★★★・、㌧★☆★★★★★★★、㌢

 苦手の「うしお」寄稿係り、う1廻ってきました白さて何を'「=こ弓かと;円去の嵜=キ{

 盗用と頁をめぐって見ると奄美大鳥4月風景風物誌について先輩諸兄それぞれう

 ん蓄ある持味で紹介され全く初夏の味わいが書か:れており唯々現,祝と照し腫深く

 読まぜて戴いている次第で、とても風物誌等書く気にデ〔りませんので失礼させて

 戟きJ三す。

 分場の動きについては各係日誌1こてご推察下さい。

 4月と言えば我々勤め人にとって非常に多忙の月でありますヨ新旧年度換えの事

 業整理・計画等本当に皆様ご苦労様ですコ

 然しなんと言っても4月の大け事は花祭りと児一重の入学式でありまし上弓昌新ら
 しいカバンをさげた我が子と連れ立つ若い母親の情景は将来への希望に満ち満ち

 て4月1一こふさわしい光景であります己

 以上のような中にあって奄美大∫;jの漁初めは何といっても「カツオ」一木釣漁業

 に始まり、それだけに期待もされております。本年の漁業者ばる月中旬準備1こか

 かり枕崎措等の好漁の情報に接し昨年の不漁分まで取返えそうと張切って出漁を

 待つたのですが肝心の恢料(キビナゴ)不漁で期待はずれ、その結果あちら、こ

 Iららで原因探究の話躯にされ、叉詞游異変かと一時ばと弓なるか不安もありまし

 たが4月ユエ日どうやら初水揚を見てほっと一息ついた次第です口以前、分場干
 勤務された先輩諸兄も同L'苦しみがあったと見え大同小異毎年4月号「rレお」
 に初水揚を祈りながら投稿されており全く辛労なことです目奄美・Dカッォ漁は花

 祭り終了後(お釈迦様のご加護が薄いのか誕生日祭り後にご利益があるようで、

 早まった殺生く魚〕1はお許しない?ジこ決った感がする次第で、キビナゴ様にお
 教え下さいとおすがりしたい恭でしたコ唯今本場から派遣下さつた試験船「かも
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 め」の週海調査に大いに期待しているところですが、その「かもや」も自然のい
 たずら台風一号北上に.tつて待避をよぎなくされ古仁屋に釘付、静かな大島海1侠

 に.は内外航路の大型汽船や漁船も多数避難中です。どうか、はるか沖合を通過下
 さるよう台風に祈ると共にいよいよ夏の訪れを感'じさせる此の頃です。
 では皆様新年度事業に蓮進し共に頑張りましょう。

 ★★★★★、一へこ★★★★、一二★∵こ★★

 ★業務概況★

 ★★★★★★★☆、一ζ★☆★★★★★

 ○調査部

 40壬F虐芝ヘマチ壬走}1、!ラミ孟黄昏冑至…

 牛根漁協、養殖生産組合、垂水漁協tついて調査二

 (担当者九万田一己。.荒牧孝行〕一。
 1ハマチ人工.餌料試!没・打合一

 4月ユ日、オリエンタルこう母工業岨仲川以造課長、日清蠣粉幅岡営業所

 本田所長、江川所員、4ユ年度試殊打合せのため来場。

 〔∵農薬の毒性一試験・

 シエル化学製品SD7859の鯉仔に及ぼす毒性について試.験。

 (槌、当者上田忠男・、弟子丸修)

 4ユ年度試験予定地の漁場測量

 4月20日、試験予定地二⊃磯海水浴場南側地先の水深・底質調査を行た弓。

 (担当者畠山国雄、九万田一己、荒牧孝行)
^普及員会議出席

 4月22日上言己会議;こ出席(出席者畠山国雄)

 ミ;:=菱和飼料松岡課長代理(ハマチ人工餌料)、内ノ浦永野氏(ハマチ養殖)、
 東町漁協平田氏(タコ養殖)について来場。

 ○製造部

 讐わかめ加工試験

 わかめの高度利用を図るため、素干わかめ、塩漬わかめ、もみわかめ、板
 わかめ、冷凍わかめ等を試作し、商品価値を検討した。(製造部全員)
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 “亨角煮製造試験
 あし、さば等の多獲魚を主原料としたかつお角煮様製品を試作し原料配合

 差による商品価値を検討して民間企業化の指導員料とした。

 (担当者藤田旗、外)

 さぱくん製試験

 前回に引継ぎさぱくん製品を冷くん法!こより試作し、商品的形態、調味方

 法につき検討した。(担当者木下耕之進、外)一
 ・{かつお腹皮くん製試験

 かつお腹皮を原料・とする冷くん製法につき指導したコ

 (担当者木下耕之進、外)

 凍.結すり身貯蔵試験(継続)

 ・,'={ソルブ'ル製造予備試験(担当者是枝登、外)

 ○業部

照南丸

 4月ユ日～ユ3日

4月13日

 4月ユ5日

か`もめ

 4月ユ日～2ろ日

 ↓月25日

 出港。漁海況海洋調査。

 山川上条。

 鹿児.畠帰港。

 出港。大.盤分蜴へ凸

 パス魚礁設置予備調査(脇田沖、

 ○養殖部

 ・」フノツボ言聞峯モ

 3月29日、4月ユ9日に福山、竜ケ水てユ、2,4,6,8m層のフジ

 .ツボの着生状況とア]ヤ貝わ成長カ=とを調査。(担当者前田耕作)

 ノリ実験

 アマノリの6品種について2月以来温度別生長突股を継続中である。特に

 3月からはユO、ユ3、二7,20℃の温度範囲について幼芽の生長を観察

 中である。(担当者椅村按、

 ワカメ養殖試験調査

 東町高輪、谷山市、鹿児.島市(桜島、鴨池)で養殖試験中のワカメについて

 て緬採し、成長並び1こ経済効果1こついて資料取纏め中。

(.担当者瀬戸口勇)

 アワビ稚貝飼育

 去るユエ月ユ5日、ユ2月3日、ユ2月8日の3回分のふ化幼生を止水、

 又は循環式で室内飼育中であるが、現在約600個の稚貝にはワカメ、ハパ

 ノリ等の生海藻や、緑藻や硅藻類の付着した天然の岩石を取り換え継続飼育
 中である旦(担当者1⊥1口昭宣、椎原久幸)

 1=一『ブリの採梛試験
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 牛根養魚場の4年ブリ(ユO～ユ3個もの)を対象に4月ユエ日.性線刺戟
 ホルモンのシナホリンを接I注、人工採卵を試みたが、24,48,72時間

 後採精のみで採卵は出一来なかった旦(担当者'山口明.宣、椎原.一久幸)

 §大.晶分場
 一;、庶務係

 特記事一項なし

漁業係

 4月3日かもめ丸入港,4月ユエ日瀬戸内、宇検湾、キビナゴ'集魚試験及

 び小型巾着網漁業試験途中台風ユ号発生、古仁屋待避。

 ユ4日～20日まで北大島、喜界島、集魚及び操業試殴予定二

養殖係

 マベ協会の揚水設備、設計施工準備。

 40年度マベ採苗換え中(第4回)結果は5月号にて。

 餌料生物培養試験阯阯・“天然1毎フkによる大量培一義

 海産'、帯魚、.飼育中コ

製造係

加工場整備

 未利用資源利一=目・大況調査(三一瀬市、竜郷村、沖永良部地区)

 (担当者武田鯉二、

 ウ=加工場・実態調査(講島)(担当者実嶋可夫)
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