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る割合︑混入率が９０％

であらかじめ岸壁に横付

岸壁からサイホンホース

シーボニアマリーナの

ほどをかけて運びます︒

リーナの岸壁まで１０分

網代にあるシーボニアマ

トラックは城ヶ島から小

料ができ︑１人で投餌を ります︒この作業は︑魚

養的に整った人工配合飼 業は神経を使うことにな

ていました︒現在は︑栄

８人を交代制で当たらせ

卒論生を多い年には６〜

作業の補助として大学の

ず生簀網の交換をする作

１８９９年には２２８ト の影響で１０トンを切る マダカアワビの三種が混 から２０１３年ごろまで︑ けしておいた小割生簀に

るように要望しています︒２０１５年頃から磯焼け ガイアワビ︑クロアワビ︑す︒一時的に２００５年

マダイを移送します︒マ

担っています︒

中央に設置しているので︑

小割生簀は小網代湾の

入された結果︑神奈川県 種苗放流が始まり︑１９
では１００〜２００トン ７４年まで増加し７４ト おけるアワビ種類の漁獲 獲物の中に放流貝が占め

合し︑小網代から真鶴ま クロアワビの天然貝が少

ダイを収容し終わって小

は直径〇・２５から〇・ り掛かる必要があります︒

６３トンとなりました︒ 漁業者と見突き漁業者は の主構成種でした︒

に減少し︑１９０８年に

ンを漁獲しましたが急激 状況です︒

９８５年に６４トンでし

漁獲量の減少で素潜り ではメガイアワビが漁獲 し回復したものの放流貝

網代湾の中央にある生簀

４５ミリメートルの粒子

ました︒

によって漁獲物が占めら

の設置場所まで曳航して

アワビは︑漁獲が強す ら３メートル︑メガイア 年ごろからアラメ・カジ

１９０９年に１６５トン 極端に減少しました︒
と急激に増えた後︑１９

流前には直径３ミリメー

の餌で飼い始めます︒放

マダイが体長６０から

放流船

小割生簀に収容直後 するため︑最低４人で取

小網湾は︑全国で有数

トルまで餌の粒子を大き ８０ミリメートルに成長

放流量（千個）
漁獲量（トン）

2006
1999
1985

1992
1978
1971
1964
1957
1950
1943
1936
1922

1929
1915
1908
1901
1894

200
50

クロアワビは海底地形 した︒
が複雑で岩棚の奥の方に︑ このような状態を回復

中間育成で人数を必要 す︒これはふ化して約４

とする作業に網換えがあ か月間飼育したもので︑

昭和５９年度から平成２

わいを横目で眺めながら︑ イの稚魚はわずか体長２ 川県水産試験場の漁業調

陸上池から移送したマダ 年度までの放流は︑神奈
石の表面に棲んでいる習 藻を食べる魚やウニを漁

真夏の炎天下でマダイの

夏︑プレジャー客の賑
性があり︑メガイアワビ 獲して食用にすることが

稚魚に餌をやっています︒ 魚が逃げない網目は３ミ て行っていました︒体長
生簀が２基６列の計１２

この湾中央には︑小割

をすぐします︒

換しないと︑海水の流動 ていました︒

てわずか３日目で網を交 奈川県沿岸各地に放流し

したマダイは︑江の島丸

悪臭を発するため︑関東

ワビの中間に棲んでいま があり︑内臓が破れると
す︒

したがって︑網に収容し の活魚水槽に収容し︑神
このことから︑それぞ では食品として扱われて

ートル︑深さ４メートル

れの地先に近い海底地形 きませんでした︒しかし︑
や漁業種類に適応したア 九州や四国︑紀伊では新

が網の中まで及ばす︑酸

現
※在は︑小網代湾で
の網をＦＲＰの生簀枠に

素が欠乏する原因となり の中間育成は行っていず︑
簀１面に６万尾のマダイ

協会の陸上水槽から直接
したがって︑種苗放流 是非︑魚の処理方法を見

稚魚を収容します︒かつ

て︑５︑９︑１０ミリメ います︒

ます︒
をする際の種類は︑かつ 習ってアイゴを食べ︑海

て︑小割り生簀でマダイ

ートルのモジ網の目会い

食べるようにしています︒ 垂下しています︒この生

て種苗放流する以前の種 藻を復活させようではあ

稚魚を飼育する際には︑

︵つづく︶

マダイの成長に合わせ 放流地へ運び︑放流して
類組成に近い種類を放流 りませんか︒

ということです︒

ワビの種類組成があった 鮮なうちに身をおろして

小割生簀は︑縦横５メ

基が並んでいます︒

リメートルで︑目詰まり ６センチメートルに成長

０ミリメートル︒この稚 査指導船江の島丸を使っ
はクロアワビとマダカア 必要です︒アイゴには棘

マダカアワビは岩礁や転 するには︑アイゴ等の海

した段階で放流していま

のヨットとクルーザーの

放流量（千個）
漁獲量（トン）

600

くしていきます︒

し︑１９２８年に２０２ り︑１０数年過ぎると再 くらい︑マダカアワビは の植食動物による食害が

２５年に３４トンに減少 ぎると直ぐに獲れなくな ワビは３から７メートル メの海中林がアイゴなど

を逃がさず︑丁寧に移動

クロアワビは水深１か れていました︒２０１５

運ぶ作業です︒

と︑急激に漁獲が増加し ン台に回復しました︒１ は以下のとおりです︒

31

トンと再び増え︑昭和初 び資源が回復してくる現 水深１から２０メートル あり︑磯焼け状況に至り︑ マリーナがある所です︒

400
100

には︑大型ヨットなどが

湾の周辺には別荘が立ち

800
150

ります︒

並びシーボニアマリーナ

1,000
200

収容されています︒

ンを下回る状況となりま

250

株式会社リビエラリゾート

脇 山

鈴木組

土 木 ・港 湾 ・浚 渫 工 事
石 材 採 取 販 売 ・測 量 調 査

株式会社

代表取締役

藤 木 治 夫

〒８３３ ０‑０５６
福岡県筑後市久富一三四三
TEL 〇九四二 五
二 一
二六一
FAX 〇九四二 五‑一 七‑二〇三

代表取締役社長

〒７２０ ０‑２０３
広島県福山市田尻町四二八九番地
TEL 〇八四 九
五六 三
四七三
FAX 〇八四 九
五六 三
四七四

主

■定休日

石 坂 幸 央

毎週火曜︑平日の月曜日

〒２４０ ０‑１０４
横須賀市芦名二 二‑〇 二‑三
TEL 〇四六 八
五七 一
五二九

店

和牛ブランドカルビ 一︑
一〇〇円
※

げんこつや

焼肉食堂

クロレラ工業株式会社
営業本部技術特販部

〒２５９ ０‑２０１
足柄下郡真鶴町真鶴九九五 二‑
TEL 〇四六五 六
八 五
五五五

俊

〒２３８ ０‑２２５
三浦市三崎町小網代一二八六
ＴＥＬ 〇四六 八‑八二 一‑二一二

シーボニアマリーナ

公益財団法人 神奈川県栽培漁業協会の事業の発展を祈念いたします

あけましておめでとうございます

期には１００トン台でし 象を繰り返してきました︒と深い場所で漁獲してい アワビの漁獲量は１０ト

0
0

1,200

たが︑１９４５年に３０ そこで︑加藤氏はアワビ ました︒

神奈川県のアワビ漁獲量の推移
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が住むことができる場所 より二酸化炭素を吸収し︑
今まで海草藻は︑水産

が狭くなっていくと予想 酸素と草藻体を作ります︒
されています︒それだけ
ではなく︑砂漠化が進み︑ではアワビ︑サザエ︑ウ
養塩類の利用で水の浄化

飢餓の人口が増える恐れ ニの餌として︑また︑栄
が心配されています︒
地球温暖化を抑制する 作用に注目してきました

協会事業を支援する寄付

０万円近くに達していま

これまでの総額は２４０

今年度もシマノ︑
ＫＴグループから

シマノ
ーカーのシマノから︑
人々に水産資源の大切さ

同社は︑釣りを楽しむ

す︒

﹁マダイ資源の維持・増

わが国最大の釣り具メ

て船舶︑自動車などを電 素の吸収でもその存在が

ためには︑交通手段とし が︑これからは二酸化炭
気・水素燃料にすること 重視されています︒
大に役立ててほしい﹂と︑ を知ってもらおうと︑各
種イベントを実施するほ

野健彦代表が昨年

１１月４日当協会

を訪れ︑合計１５

万円を寄付してく

れました︒これに

加え︑同グループ

の神奈川ハマタイ

ヤ㈱︵品田基宏社

長︶も５万円を寄

付してくれました︒

贈呈式で黒田社長は

﹁マリンレジャーを支え

か︑海浜清掃などの環境

トヨタ商事㈱の黒田圭次 私たちは今後も支援を続

ＫＴグループ

保全にも積極的に取り組

今年度も百万円の寄付を

などが計画されています︒ アマモや藻場を創出し

は平成１３年度から寄付

発電所を減らし︑ソーラ ニズムが導入されました︒ いただきました︒同社に

ＫＴグループの神奈川 る協会の事業は重要です︒

ーパネルや風力発電など 第三者機関として審査認

この魚を狙った釣りを

業などに取り組んでまい

産・放流︑供給・斡旋事

やアワビなどの種苗生

し上げます︒

謹んでお悔やみ申

した︒

お亡くなりになりま

和３年１１月６日に

長︑飛松正幸氏は令

賀市東部漁業協同組

当協会理事で横須

報

郎社長と同グループの上 けます﹂と話しました︒

せることが重要です︒大 ベイサイドマリーナにお

楽しんでいます︒カワハ
ギの口は小さく餌のアサ
日本釣振興会分が８００ リなどを︑どのようにし
て喰わせるかが腕の見せ
カワハギの成魚は︑浅 所だそうです︒

０尾です︒

編集後記

ンなどが休業に追い込ま

宿泊施設︑海鮮レストラ

発令され︑ホテルなどの

ました︒緊急事態宣言が

も大きなダメージを与え

感染問題は︑水産業界に

が劇的に減少しており︑

型コロナウイルス感染者

年秋からわが国では︑新

催できませんでした︒昨

トが︑昨年度は一度も開

れが参加する放流イベン

ただ︑小学生や親子連

りました︒

れ︑水産物の需要の大幅

今年は児童が参加し﹁大

当協会は︑今年度も例年

このような中にあって

ものだと思います︒

ベントが復活してほしい

と声を掛けて放流するイ

きくなって戻ってきて﹂

と同じようにマダイなど

められました︒

減による魚価低迷に苦し

新型コロナウイルスの

訃

を続けていただいており︑ んでいます︒

それと︑石炭火力による た場合︑新たな資金メカ

ＫＴグループから寄付

の再生エネルギー利用率 定委員会が認証した藻場

素の排出が問題となって
気中の二酸化炭素が海に ける藻場づくりが認証さ

一般財団法人東京湾南

標識を付ける

を上げていくことも必要 造成を排出量の削減努力
をしてもどうしても減ら

ただし︑二酸化炭素の せない排出量を企業や団

です︒
排出を抑制するだけでは 体等がクレジットを発行
二酸化炭素の濃度は下が しＮＰＯや市民団体等が
らないと見られています︒カーボンオフセットとし
大気から別の場所に移動 て活動資金の確保ができ
させることが必要で︑例 る制度が作られました︒

います︒２０３０年まで

吸収され︑海底や水中生 れ横浜市漁業協同組合︑

部水産振興事業団と公益

その第１号として横浜

に気温上昇を１・５度Ｃ

物などに貯蔵された炭素 ＮＰＯ海辺つくり研究会︑

財団法人日本釣振興会は

えば森林とか海に吸収さ

以下に抑えないと地球全

場再生会議に︑２０２１

い岩場や砂地が入り組ん

をブルーカーボンと呼び 金沢八景・東京湾アマモ

昨年１０月２７日︑横須

ます︒

水中には︑海草や海藻 年３月に証書が交付され

だ海域に生息し︑漁業者

体の大気︑海洋に大きな
南極や氷河の氷が解けて

賀市浦賀沖に全長５セン

があり︑それが光合成に ました︒

は釣りや刺網などで漁獲

変化をもたらし︑北極・

化石燃料による二酸化炭

地球の温暖化が進み︑

海底や水中生物などに貯蔵された
二酸化炭素「ブルーカーボン」を
知っていますか
海面上昇が起こり︑人間

チのカワハギ種苗を︑合

のうち２０
０尾に黄色
いアンカー
タグ標識を
付けて放流
放流した

しました︒
内訳は︑東
京湾南部水
産振興事業
団分が１万
１０００尾︑

TEL ０４５ー５７３ー６３６６
FAX ０４５ー５７３ー２８５８

TEL ０７５ー２２１ー６６９５

〒6040051

京都市中京区二条油小路町２９１

サントリービバレッジサービス株式会社

株式会社

北村

売上の一部が
放流事業に寄付される
自販機設置にご協力
ください。

EGGS-90

カワハギ種苗放流

していますが︑遊漁者も

カジメ藻場も酸素を作る

公益財団法人 神奈川県栽培漁業協会の事業の発展を祈念いたします

あけましておめでとうございます

カワハギ種苗放流
計１万８０００尾放流し
ました︒こ

二酸化炭素の吸収源―再生したアマモ場

（４）
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