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澱粉汚水処理対策調査研究一報告

調査部

 本調査は・澱粉汚水に、野す・る邸の簡題席亭・解明†る干と芦目的に・農試・工
 試及ぴ本試三研究機関がそれぞれの欄で・昭:和.l1午度か6三ケ年計画で始め
 たものであるがI,このうち本試が担当した事項について第2年次迄の結果を要約

 し・て報告する。

 舳・詳細については・「澱粉汚水平理対策弾・研究報告審」とし・て昭榊・
 年産及び昭和42年度の結果を既に配≡布済みである1かで,それを参照されたい、

 工調査の時期と内容

 /,昭和些1年度(ST,L2,3。吐。5及び.STイ。・口。^について)

9月中旬

10月中旬

11肩中旬

12月中旬

2月初旬

水質,底質,一汚水生物

 同上及ぴ生物試験

 同一.・上

同上

水質,底質,汚水生物

.操業事前調査

錘業初興調査
操'業盛夢調査

操蝉期調査
操業事後嗣蓋

2,昭和4呂年度

 ○野外試験(ST,2,色及ぴST.イ,口.ハにつ一いて)、

8月下旬

10月中旬

11月中旬

1手1見中旬

2月中旬

 ○室内試験

2月初旬

2月下旬

 水質,底質、汚水生物
 ・回上及び生物試験

同上

 回・.上

水質,底質,浄水生物

2色時間生駒試験

壬8時間生物試験

 操業事繭調査.、
一操業初期調査

操業盛期調率.一
.課業終期嗣泰.=
操業事後調査

 ・箏1回..
第2回

 皿・..・.調査個所.

 琢図に示ち.
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肝付川水系調査点図

 弓○採水採泥点　:舳・2・3'戸・5
 0I生物試験個所　STイ。口,ハ

 ・ひ一1一汚水生物調査点:Is-T2・バ及ぴsTハ

 (一'S.Tづ=対照区')
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亙調査鰭異

 分析数億は省略し・結果の概要につ、=て述べみ・.

/,昭和41年産.

 ○水質、分析.項目

 水温,P亘.、.一躍素量,COD,BOD,総アルカ11度.ボ総酸度、ヨード

 消費量。

 ○腐質分析項目

 泥温・p王互・CO亭・1飾化物・租蹄輝章.=1
 §緒'果

 (1)肝付川水系全般の水質,底質の汚染の変動について

 イ・・q㌧O・・の泰動からみて・周年を通し活染の最も小・洲時蝉.
 は9月(操業師)で.2月(操業終了後)では,未だ河川及び産質は

 2・、一



 ・'正常油状態忙復したとは言い難い。・汚染の最も甚だしい時期惇11月で・こ

 れは操業盛期と合致する。・

 ヒ、一河川別にみると,鹿屋川は串良川に比べて全般的に商い汚染林撃を季す。

 この他;串良川の場合汚染されても回復が早く自浄作用が強いのに犀し'。鹿

 屋川では汚染も早く現われ、その回復もおそいととが推察される。・

 ハ、底質の場合,水質にみ・られる程急激液汚染の時期的変化は小さいが'底質

 一の下一層(内部)では,かたりの還元層がみられる様であ.る。

 二,BODとDOは逆相関を示すが,洞口域及Iび上流域ではB0〕)の儀か粧増

 加によりDlOが急.激に減少することを認めている。

 (2)肝付川水系で魚類の受ける影響について

 鹿屋川,串良ハー1及び汚染度の比較的小さい高山川⑰水質の状態で,魚類がど

 の程度影響を受けるかについて操業各時期に観I察した。供試魚.≡当・イ'ウナギ

 'イ,汚染の状態と.供試魚の蜷宛はほ∫比例する様であり,I操業盛期の11月

 における鹿屋川ではOOb20ゆ㌧m、・DOl.OpPmぬ状態で..48時聞放置

 によりコイが50尾中41一尾,・ウナギ10尾中9尾が鍵死している。又,同

 期の幸良川ではコイが50尾中2尾が鍵死するが,ウナギは鍵死nであり,

 高山川では:コイ・.'、ウナギとも薙死は見亨れなかったニ

 ロ,簸死魚の・外観観察で坪,肛門の反転,・腹部の膨括等の異状骨認・め'解剖所
 見では、服すい麟.胆嚢め肥大一,I変色・(一先斑プ等の異状一が観察された。

 との一様卒異状は;.生残魚にも激見され∵ごの様杜'汚染水は魚体を携死に至ら
 ・しめたいまでも二無体の生理機能に何ら'かの形て影響を与えることが推察さ

 れた。

 ハ,11月肥おける肝付川の水質条件下では、ウナギが2・8時間前後∵コイが

 ・3・3時間前後で,そゐ50%が鍵.死すると・推察され,一こ6一様杜繕稟ヵ;6',一軒

 村川水系化おける一TL㎜モを算出し.コIイ≡一〇b、一'i5.5pIpm.(一DO;.三pp㎜)
 ウナギCOn1・・O・・㎜(D02・5・・m)を率走した。.

 二'一,一こ・の'T工m一から、肝付川水系における安全濃度を求める一と、Obi.5pPm
 と汰り・,ごめI範囲内肥・ある時期は揮葉繭の9勇一だ廿で'一操業期間中一は僅かに

 IO月串良川のST5走けが安全鮮度の'範囲内に岐まる。
 ㈲研付川水系の・汚水生物の消長κらい=て'
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 .澱粉=[1場〃廃液が河川を汚濁す・る状況を各窪・点花棲息する・生物油牟ら・観察する

 と,汚濁の度合にょ?て出現する生物も変化が見られ盾b二・.二
 昭和4・1年度は肝付川水系・におけ・る'生.物相を9上月・か・ら邑月・にかけて調遼を行な

 づたが,調査個所3点のうちい'=バは対.象区と・して隼較的汚水流入?影響牟たい
 .と思われる地点r=ミあるn

 g期1この・時期は着地と'も汚水菌・9.嘩現は・全く・なく11㌧3・点ξ,や的、“βdr丑sp・
 (ハネケイソ・ウー)等似確藻類の母市だけ奇観察苓札た㍗芦.の時のBODは

 L1刈刃…㎜の範囲に一あり1。{李に異状を認め二る・河川ξヅない・。
 1Ω月:こq時馴衛.0Dが・1・で・・7・・…生でllL生・Pm.を示し…=叩は

 や・ポ高い値となり汚水菌の出現・がみら=ネト・茶褐隼を呈した綿状の塊を形成

 して流下あ・るいは瀧掻レ・てい・る・のが観察さ.牝・・一方華藻類つ串現螢やg月
 1と堆較レて出現量も少た、、対照辱のs、へ・では・汚卒菌9.中現・量年他.の

 s縦バ胆島べか准り'少狂く。二=蹄下獣撃はみ宇舛牢、、二一一
 ・一1・月:一・1月中旬とな.一季キ郎菌1‡。脊・3神と.も観察亭抑・ポ出現状況では

 1G・昼9・調牽時一と変らなドのは汚水歯9蹄下がみられないstハ.牟けであ
 ?・た。一、

 ごの時期は醐耳場嫡込坤醐と恩わ去・。・O.岬.二・.1・㍗…、
 …4で・二1神…ml≒最も薄い雛示い、ミtl=・.パでは苧水菌だけ字語現
 い・・月一まで蝪峠師鰍芋牟く姿牢糾で、・1.㍉
 。岬・苧蓼・即Ψ、咲・BgDg雌菅.琴碑し㍗率いので埠定以外に
 はな㌔1一が(.追O岬O早の測定値考㍉ほ岬値亨示k手い育・㍗)孝窃亭・5
 ・・㎡内外と思われ・硅藻㍗出馴干極く手ずか㌣あるが・N舳ψ
 ・・一・が響・琴帥㌦.≡,...

 ll.苧月1一印卿叩・・亭・㍗一U那率高雫)・た㌣ツ印・.ざ・・
 で.呂・4.PP平を示.レ..・,や≒低下陣してい手もqへ.汚水菌ρ胆現妹況はstハ

 を一際1・1一月島ξ叩拝で』≒。1
 竿卸緒締榔・!叫畢年二1千ぺt÷十i11裏藻類べ奉葉藻
1㌫㌫㍗㌶㌻lllギて'…

 2月:この鰍舳澱粉工場は所業輝年入1り即流入は全千社い牛思わ玲
 一→.等1.



 季が・Bρpは…パ戸“岬を示卜・・最中の12.㍗苧べて干ま
 紗準1高い値を示レてい㍉雫柚の出外野は1∵'・'2
 月州に浮游物苧次って岬を流下㍗ものは全!昇受:㍗舳'
 カ=・河床には多数の汚水菌が岬着して.㌔'る。苧鏡?樟予・・.}.・.量では
 S・舳川…砕か多夢蝸し・早・t・4で㌣、?与・ダい1㍗s・・
 .の駒子嚢を有したものが観察された。

 これ等・…心i1・ポ…の出現を汚濁の生物学的段階字一昨案亨
 ると汚濁り中期.後と推察される。

 J方・対照干である一・…ハは・'2月と同師承苧㍗即金、千た
 一く・・接合藻類のS・i岬・r(アすミドロ.)等外視ト・岬.じく
 ・…㎝・…(ホツミド・ヲ.〕坤数の珪藻類が出現レ㍗る1

 平キのことから・・・・・・・…畦'で建藻類を・は.㌣苧峰合率類類㍗雫植
 物が出現1す一る汚水の生物納段階から回復期にだ.る=の=は小牛、チ手.も3舳降
 と思われる。

 2,醍醐4。.2・年慶・。

 一策'年次一千刷一き続き・第2隼準・c目名利4砕度⊃も叩!1■一本邸ざ}'て魚種
 を変えた同様の生繍験(アユ.・ニジマス〕呼験し・㍗率・室内において生
 物試験(コイ)を行杜った吊

 §結果

仰..野外試験

 ・イ・繍魚の師が集中したのは・咋年同織率輔。・い1〃セあつた
 が,鹿屋川では操業初期においても盛期同様殆仏ど瞬間串準.築死した。

 軋2年度の鹿屋川では例年に卒く汚染一が率しく、操=業初期、盛期共にそ
 の溶存駿率牢皆無の状態にあったご.とから・、・隼郊魚.㍗率死原国は窒息舜
 と息吹㌦紗・.。

 口・・操業蝉に飾る串剛と高山』一I芦。q.9・P帥革較す予。ξ・.≒舛川は
 一はるか輔染度が高く1・.・平9の平均値坤か舛が・竿物試験千は鮒
 高山川の方が供・試魚蝉時間に1李.部郷い亭牟」リ・で峠・…時間卵生
 ∴残魚.華.み・られ担。

 この原因について考察するに・高山川におけるDOの目通変化率非常に

.5...



 ・.擬声坤い・坤畔を紳時平チ1鑑紬争中し苧時刻とが触る
 .こと㌣宇・難死の瞬因1去・・の極呼苧少に一あ㍗と推象さ沽
 吻g妙岬1・…変化と1工特干関係11㍗であり・D・0
 だけカ{特肥壊滅した理塵につ'いては明らかそたい。

 、∴一ヒ6様杜理由からアユ,マニにら・いてあ・自然河州における・TL㎜を推定
 するには至ら壮かった。

(21室内試験

 自,雫蝉した㍗ん雫液につい.千・一コイ紬干扶懸垂観察し㍍
 .イニ・千の給率・.原町勺濃雫'(C◎川～叶は供試魚I00'%が
 中間外内呼し午が∵1・1㌧ぺ率産一一(…δψ一戦エアトツコー
 ソら看無k'拘らず48時間後も薙・死ば留一め注がった。一・

 口.・一従アて・'坤馳おける一コイ肌㍗ク、・'・OnLO一σ}0舳・の間に
 ある・一と思わ一れ,壬1隼魔に野外試験で求めた結果(毛8hrT瓦m.C-dD15

 ppm)とは。大きた開きがある。

 このことから,廃水の有害性を単にOODのみで表現するのは問題が・あり

 こ6・棲吐Trふの相連1ま一,廃1水の房解1とそれに伴恢う有害化が条件によって
 有違することを憲'味す一るもムと恵われる一。I

 ハ,.魚体が廃水の影響を受けた場合,蜷死に至らたくてもモ=の榛泳状態が緩饅

 にだザ振動刺戟に対する反応が鈍くなる.ごとや・・内桝・榊腸管内坤
 一血や発赤等の異状が認められるよう侭杜る。叉,内臓で播た.肉眼酌に異状を

 認めたいものでも腸密のこう素活性が低下し.魚春の生理機能狂影響を与え

 ることか推察されえ。

 (砂肝待川'水系の汚水生物の消長たついて

 扉付川水系における太生生物あ調査法稟から、澱粉廃水の汚濁度合によって、

 各河川に棲息する生物相に変化がみられるが,生物学酌一水質判一定と一して水豊油

 水茎竿の…か叶干同・!㎜幽腐呼・・一・岬を1一中鰍桂一
 5+㍗・を.1」呼水性、1・一1d…一:中腐坤)・一・1山…岬を
 ・強慮水性に=分けて,一出現'生動を汚水薗一、プラジクポ〆(壷藻.緑藻〕,無脊纏
 動物,それ准魚類と大別すると,各汚濁段階犯次の圭一5汰一関係が≠;られる。

 ̀す吐一お・も.一一一'
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 イー,汚水菌につ。いt.

 一徐付川永系にみら妊る汚水菌は主としてZ6o忘1・oεa.Spbaero〔・1口s及び

 亘eg9継{oa等で'あぢが・,水質セ6関係ではごれ等汚水菌はβr中腐水性水
 域すなわちB01)3pP㎜'寝度か一らコロニーを形成して流下や付蒲が肉眼酌に

 義め.られ,一BOカめ値・が高く一法り、一か;つ一】)・Oの一低下にとも・杜ってその出現は

 一次第に増夫しており.今回鹿屋川で1-1・月にDO」Oこ2pp㎜.,BρD48・9P榊

 を示した強腐水性水域ではBeggiatoaに混ってD0が低いに'もかふわらず

 Sp止一・…川舳の出現が認められポ

 な'お、8月において鹿屋川に酌一現し・北汚一.永箇は。上流一豚お一け1る都市下水に発

 生したr帥tom草tuミの流下でほ苧いかと推定される。
 日.捕物性プランクトンについで一一'

6一建一藻類一

 一澱粉工場の操業前期(休薬期:・8月)の・水質はおふむねD07.O.鴉O1)

 1.0pPmを示し.これら貴腐水佳水域'では各点とも硅藻類吻出現は・種類,

 量ともに多く、汚濁初期のD05.O,BOD、一吐0p垣mに杜右と出現する硅

 藻萎貢芒エPiヨn皿口1ariえ一gibba,N6vic口!一目。「ソPtoc-e-P着aia,01o'ste^

 riu㎜mOniいferum等と一中腐一水性水域にも出現・する激種に降ら・れている。
 次に汚濁盛期6DO'3.5pPm以下,BOD・'・2Ω.ΩpPm以上.,す狂わ古強腐
 水性水域次壬ると建藻類の出現は全く認められない。一・

 ⑨緑藻類

 命存州大系に出現する緑藻類の種類は少なく僅か6種類七あった糸,水

 質D-Oブニ0,BOD0-5pp㎜程度で出現量もや一ふ多く,BOD3・p-pふ.で

 D舳山di・m,Sw・・t川,P・di・・t・㎜;B。。サ・。口』がわずか沈みられ

 汚濁初期・のB6b'1Ω一0～20.O・PP耐でき一わめて・痛祉出噛状態主左り・,申一腐

 水性水域K主として出現するSc舳edes・m“s,0bいgu口sが高山川及ぴ串

 良川に観察された。.さらにこれ以上の汚濁が進むと緑藻類?出現はみられ
 注.い。

 へ.無脊権動物について

 通常・1極の洞I川昨みられるトビケラ。カゲロウ,カワゲラ等の水生昆虫は

 操業初期においてさえ府付川水系では認められたい。

 }'一τ



 10月の汚濁初期,.水質D05一Ω～1-3,BOD呂・5・}13・ぴPりmにエスllカ

 の幼虫糸去られ・;・その出現量は高1山,一串良,薩星川の願と・狂P≡て.いる。が,.

 汚濁盛期あ'i-1一月・セは高山川=たけ沈観察・され,水質帖BOD12・.q.P=P酌を示
 し,中腐永牧水域一に最も出現するも伽と思・わ.れ・る.・…1・…た
 イトミミ・ズは鹿1屋川において1一月に出現し一.・・水質])0一.Ω・員・'1、.茸g翌=4・8・9

 -PP・血Iを=示していることIから・.強腐・性・水域.に棲屈す・る数少一1液・}・.水隼勲御の一
 種'といえる;。・

 二,魚類について

 ;8月のI各河川にお1け.る魚類の棲息ヤ漉敵状態.坪前述ρ・・と拒り.で毎、る。汚濁

 初期になIると高出洲で柱水質がD05・?・一一BO連2・5言PP酔亨狂、わら翁腐水性

 .からβ一中腐水性え近ずきつふあると河川におけ・るボラ.の朔卓.はみら.れなく
 なり'・メダカだけが僅かに観察された・串良川・鹿屋川=でほ……・午…
 。岬・。'BODい・トIヨ8・O。・㎜.と・ト申腐水盤。事.たは撃陣卒.笹えと急.激
 一'に変化し一、魚類は調められ出・。

 従・つセ肝'付川水系は澱粉・廃水によって・DO.9低下とB・OD?・増加から
 11月・の・盛期・ではまったく棲息出来な.い状態となっている・・:

 次一に・'肝付川水系・の水質回復状況について生物相ρ消・乗が亨考案す単ぱ・最終

 調査g2月に高山川は硅藻.・緑藻及ぴ魚類の出一翠が.81月とヤ・ム,同.程1寡甲認ゆ'られ
 るが・串良川ではこれ等の生物はき・わめて少ない。こ午は牽寧悟。李、{て串,良川が
 高山川に此ぺBODで約2倍の汚濁産・を・示していることrτ囲炉ある・と捧察さ郊・

 従って裾濁度が高・げれば高い牲ど・河川2)回・復が遅れる㍗ではな.い中と思わ弘一る・
 ま丸.。鹿屋川では前期においてもCOD,BO・P=の慎が他の海川に比べてや工

 …高く・さら拒汚水菌の・流下からも上流における.都市下・.水.の.流入・と考えられ,従っ

 ・て水質の回復も遅㌣・また・他つ河川平比べてよヲ斜上の期間を要するものと考
 一・'え・'るn

8・'..



定置観測(9月分)

養殖部

 ○旬平均水温。比重(昼間満潮時・表面)

         太痘・℃比重δ'5↓
         匂本年箭旬差前年同期差平年差1本年前句差1臓年同期養平年差
         工26.57{1.48一2ぶ83十〇.2曇一一〇.工.7

         中2a45一紅12■㍗一715一〇.〕6一〇.06

         下25.02口1.43一∩.?8         月平均1・1一一1.55一I.9323景清」
氷.温

台風16号

上1陸

化.重



 9月の漁海況

漁業部

 海一況・

 薩南沿俸,沖合域の表面水温は,よ句は・2?～一28℃台・.中旬には26～27

 ・台と外下降トたが.二大体昨並午経揮・し。下}へ
漁況

 旋網は娃南海域岬が声・お不摂で同海域↑の出呼締同舛の州で一
 あ?た。

 反一面I西薩海域への出漁船は大型船て12借,中型船で1・5倍となっている。

 魚種別漁娃量は薩爾海域では各魚種とも減少したが,中でもアジの減少が著し

 い。サバ}ま中,二』・サパは少なかったが・大・大牢サバがやふ増えたのが目立っ
 た。函薩海蚊ではノ』、サバの出現が目立ち,サバの他力タクチ,ウ」レメは増加し

 たがアジがやふ少なかった。枕崎}大川沖の八田縄は豆アニジ,サバ・仔を主体と

 した貫F漁がみられた。

 水揚状況の比較

         岳3年9月了一ジ廿呂         業種一漁、捲天麗紙綴(長)蓑歯
         大?n5“1920γ22δ34町

         阿久根中工88?軋8,ΩI95品19島.712.912亀5R6-7
         .I

         旋網小舳3535.116'7.63R.78.7283そIΩ乱.6

         篭木簑ヒ曳筆・888呂,9182.1so冨.6感「1u2Ω9Ω.6         725・62∩7.3355.43割859662.び
         ■一I

         1.7島O85,6一男11互4高7岳ヰ.14品.8
         ■'1一一'一一

         枕崎大2字7?7一色295斗2.9         カツオ小77空39-6」〃。市
         一本釣山川・大15亀28,亀王1

         小68壬381866

         λ田絹枕.崎71.ユ5榊128.生12.135重14.如一
         山川41,Ω2～6

         棒受網岡久根月12187、吐SΩ,27Ω工8.69,olll65一?

         ブ11飼付山川B3(1.5星7-1・里18.0

一10一



漁場観.測速報(9月分)

養.殖部

       浦内一永一'成川福'山.       肴洩一最局最低最'局最一.低最.高..最低
       上26.5Ω2斗.3Ω・27.7金27.1627.8525.唖S

       2?.2-8.26'.19・・司       中下一一_牢川26;争曲       42佐1昌・22.2-520.3325.?32そ。.86I呂ω6

       月平均25.562B.56呂7,1一字26.4026;岳524.8ち

       前月養一2.21一昼.1O一1.02一1.n8一4.1?一1.OO

       前年養一1.5孔一・1.壬5一Ω?u5c一3.10.一1-86_』」

÷
!

 ・・司llll

 _叩__一_一一』_」

 ○浦内の9月水温は最高'水温の平均が25.50℃,・最低水・濠の平均が23.56

 ℃干・月即岬水温は上旬あ!…最低'水温は下旬の・・1・で・月間の不
 規則た変動はなかった。前月よりも2～昌℃佐く.また前集同期より一も約1.5

 ℃低くたっている。

 ○水成川の水温は最高永温の平均が27一ユ7℃,最低の平均が'2I6.壬・O℃。月

 闘の最声蝉は上旬に・.最呼下旬に現われ1'月間あ鋤ま安定してい㍍前
 月よりも約I℃低くなっておづ一、また前年同期よ一りもトー6」δ一.7℃掘目を示.し
 他の地区よりも箭力及ぴ蔀隼Σの温度差ボ小さい。

 ()福山の水温は最意水温の平均が26.曲5℃,一最低水温の平均が2色.85℃.

 月間の雫弔は上旬ト平低は下旬に示してお1・月間の変動は離している・.
 卵率は最嵩水温の平均が千1㍗最低で∵・とだジ最高水温では・月に
 入柚降下トている。また紬同期より毛・～・℃一低くなつ吃いる。

 ○各地区間ではそれぞ坑1～2℃程度あ叢がある一が∴・ずれ。も・・8おの水温去ピ

 .一クにその後降下の経路をたどりI始めた。特に福山では降下頼度が大きく湾奥

 の特坤示しているバた・全般髄に扉年同期より雇いととIIも共通している。

 坤海洋気象台'リ十旬発I雫の醐本海況旬靴よると一平邦比較して
 中国沿岸審り.の海域ではや'ふ詰め,対馬海峡附近てや㌧低自と九っている他は

 大部分の海域が大体平年並喜一になっていえ。今後はしばらくの間,・海面水温は

 ひきつrき平年並みに縫一詩する見・込みであると報じて一いる一。I一

一11一一



 I'奄美短信一一I

 暑く,長がった夏もようやく過ぎ.奄葦にも秋が訪れ朝夕凪持ちのよい日が続

 いている。今年も台風牟1、一・回奄美地方をうかが、・汰から・幸…いずれも接

 近するごとたく去グ今年は台風の竺い㍗と患って吋所・「6号が突然北上
 を靖め・Ω舳ばかり捧近一レて過ぎ去㍗・情報め正一確言・台風常襲地帯の生活
 の知率㌣・準祐態勢万坤ψえ・さゼ来製・思・;がけず風の.方向キ正肺窓
 が1枚誕ぱされてしまった。・思いもつかない事であった。・大きな災害とぼこ5し

 た衰・を叶牟攻撃≠段・によ^のが大きいのでは.舳かと改めて反声される率
 てあつ一た・。.

 さて・奄美の秋の素晴しさは・この棚一におい手詰二元が称賛しているので・お察
 し一願えるかと思うか,夜空の星の奏しさは又格別である。無限にあ1る星のFつ一

 つめ痩きが柚子,何万年という生命を持ってこ1まで逮レている二と忠ラ・と悠久
 ・ポ世界.無隈の世界を考え,個入の存在,時の経過を忘れさせてくれる。・

 夏休みに奄美を訪れ,海岸等でキ†;1プした若い人や学生諸君の中には奄美の

 全を眺一め,.そして何かを考え,想1起して打つだ人も多いだろう。人生の中のある

 瞬間を俗I塵を離れ,星を眺めて、何か,を真剣に考えることも大切であると思う、

 残念な事に一部の人達はまるで未開の地えでも来たように三チケットに反した言

 動をとったり,瞳話になつた人えのあいさつを無税したり,旅6恥はかき捨て的

 態度が見.ちれるのは全く遺憾である、

 こ二奄美も近年,いわゆる過疎地帯と杜りつエある地域が多、二が,・それは時一代

 の趨勢と一して仕方のない事かも知れたぺが、・禍を転じて幅とだ・す.即ち自。然な守

 るに易く,観.光資源を豊富に持つ。と言うことには去ら杜いだ'ろ5か,奄美を.訪
 れ再生産への意欲を回復して帰ρて貰えたら,目に見え渋いが大き危貢献であろ

 う一。一'

 '全国的た真蝶界の不況が云々されて=いるが,奄美においても例外でなく,3,

 差皐託は大島海峡には到る所。イカダが見られたが,現在は少たくたり,又作業場,
 を蓬克した恵しであるが,活気が失なわれているようである。主幹漁業である一

 本釣毛発展の様相はたく.・.吐んムか現状な保つ七い乞程度である。地理的にも技
 術酌にも編漁業の導入は制約が多く,なか汰が困難七ある∵

一}2山



 常識的1定形酌壮漁業,或いは試験,研究も今回の台風と同様,全然裏から突

 .久してみるのも一方法か。も知れない。奄美〃美しい星を眺めながら考えてみたい

 (K.T〕

業務  概況・

 §本二場

塵

。

o

o

 IΩ月2日}9日

 10月11目～16目・

 〕o月17日}23目

 一Ω月22目～27目

 IOj弓I5日～18日

 10月22.目…25貝

 漁海況海洋観測(さったん)

 魚群調査.(さつなん)臥蛇.西近海

 漁場開発調1壷(さつなん)枕崎沖二

 貝、エビ分布調査(伊座敷沖)

南西海区漁海況予報会議

西海区漁海況予報会議

 屡二至二璽コ

 ○・.アワビ・トコプツ餌料種別飼育試験.

 前月に引続べて寵ケ水で餌料種別(ハバノリ,アオサ,コンブ等)に飼育

試験中何

 ○ノ11関係

宗糸状体培養(月間)

 “冷凍網による二次芽採苗試験(lO月三8周～)'

 ま野外人工採苗〔10.月25目)

一13一



 ..ざ'全内培養蝕(・川1∵1-I.
 。ノーΨ垂爾指導

 1n月吐白≡加治木

10月7目谷山

 づコγブ関係

 10月22}23戸北大から送られ生マコンブの原漢15枚により採酉・種
 苗培養数3,O00n。

 らグ・ルマエビ放流遺跡調査(志布志町)
 。月目。目、l1。貞。目良曳網による漁獲調査。
 〔ポりドラ,フジツボ発生調査

 寵ケ水地先の真珠養殖漁場におけるポリトラー,フジツボの幼生数をプランク

 トン資料から一7目鉱に計数,発生は少ない。
真珠漁場観測

 龍ケ水地先で7日毎に観測継続・水温…雌より若干低iでプランクトン?
 増殖が目立ってきた。

 Cアコヤガイ稚貝付蒲調査

 1一・月…目一片激湾∵口・1・日g唐湾・〕・一・日浦内湾において
 採董試験中の5レクターに付着した稚貝数を計数、

 ○ムラサキイガイ生態調査

 月2回,寵ケ水地先の真珠筏に着生したものを計測。

 ̀)フジツボ抑制試験

 10月11日パールコート及ぴパロγAを真珠貝塗布.対照貝との上ヒ鞍を

 行杜った。

 呈■

.[重二重二酊一'
 ○かつお節電熱利用試験

 電熱焙子方式実用花のため電熱炉を伎用し.くん煙併用に土石荒節製品を・試
 作し問題点の掌握に努めた。(共同試験〕一

 gくん液比較試験
 井筒屋,万有、藤沢の各茸/ん液の濃度別浸漬魚体・・つ章観察し,一夫くん

一一.14川一



 液成分との相関性につき試験継続中。

 ○鮮薩保持ザソプ1〕ソグ

 ローレドチェン試験研繊料とし.東水研内山室長、柾平技官.9棄鹿を得
 て鹿児島市中央市場水揚の壬7魚種につき試料採取を行なった。

 ○鮮度保持懇話会

 10月151ヨ於:産業会姑,出席者東水研2三.鹿大3,行政年,本試
 竃n

 ○電乾荒節製品の現地検討会。枕崎〕

蜜
 σクルマエビ釦料試験

 第・圓試験を・川舳実施。去成試験・錘境調雫。餌料分析。
 、ジ定期がん水垂魚場調査

 9月3叶じ。月7目'Iぐマテの健雅言糧査・水竿・1底竿準ぴ細菌調査
 ○淡夫塵スジエビ養成試験
 親エビ養成試験

 稚エビ養成試験。

 ○水産庁指定研究ク」レマェビ人工配合餌料中聞報告会出席

 10月7～9日

 ○機器分析研修(京都)

 ln月13川20日

 ○公害調査(大阪,広島,四国⊃

 lO.月13～19日

 §大島分場

国
 。1。ム。日  別府水産施設課長・目高幣港係長来所・

漁港管理委員会出席

二15一



産二圃.一
 〇漁業調査。寵郷,宇検,瀬戸内

 d漁業資源調査沖永良部、与論島

塵
 O'ウニ加工指導及ぴ試験(諸島)

 ○龍郷村ウニ生産状況調査

 ○力属工場使用(平祐丸,茂野氏)鰹節.むら節製造。

麿殖1係1

 ・マベ室内孫醐験・雫卵誘発に依って得られ咋着任具をいΩ…nn
 4,工O06,1?～}5-4の水槽で飼育中。1O月9日80n個,l1目

 7?1個,14目1,8?9一個,16目1,547個を海田…し一し÷こ二'一・
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