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さ い ば い ニ ュ ー ス

2 012 年（平成 24年）７月１日

さいばい

公益財団法人

ス
ー
ュ
ニ

23,092

29,081

管理費

22,173

17,134

借入金返済等

10,494

7,375

127,889

134,905

栽培推進

漁業者の要望の強い
ヒラメ種苗を供給・放流

種苗生産

種苗名（サイズmm）

２４年度計画（尾）

種 苗 生 産 事 業
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140,000

144,500

メ

バ

ル

（60）

20,000

20,000

カ

サ

ア
ア
ア
サ

ワ
ワ
ワ
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ビ
エ

（60）

130,000

134,000

（50）

25,000

24,150

マ

カワハギ

（50）

11,000

11,000

マコガレイ

28,000

90,000

（40）

90,000

16,000

70,500

公益財団法人の運営は︑
ただくため︑県と各市町

を開催し

に理事会

公益財

た︒

てきまし

する神奈川県栽培漁業推

と理事︑評議員が出てい

進協議会を年一回開催し

従来の財団法人と比較す

①財団法人の理事︑評

ると次の点で異なります︒ ない漁業協同組合で構成

議員の人数は︑書名表決

神奈川

県水産振

興促進協

会は四月

二十六日

潮騒

に横浜の

共済会館で﹁漁

中小企業

業地域における

団法人で

理事会を

は︑まず︑

開催し︑

③任期は︑財団法人で

は理事︑評議員︑監事は

ます︒

三年でしたが︑公益財団

ができなくなりましたの

理事は十五名から七名

震災対策研修

で︑減らしました︒

〜十三名︑評議員は︑二

会﹂を開催しま

方・使い方の説明聞き︑

議案を議

ＪＦみやぎの船渡隆平専

の小野能康技幹による津

神奈川県栽培漁業協会の

詳しい内容については︑ 波浸水予想図の正しい見

ホームページにある定款

務の﹁漁業地域で何が起
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きたのか︑今︑何をなす

べきか﹂をテーマの講演

︵写真︶を聴きました▼

高橋征人会長が﹁本日の

講演を聴き︑地元の人に

震災対策を伝えてほし

い﹂とあいさつ︑小野技

幹が津波の伝わり方・大

きくなるメカニズム︑避

難体制の整備について新

たな津波浸水予想図を作

船渡専務は︑津

ったことなどを説明しま

した▼

波対策は﹁早く︑遠く︑

高いところに逃げること

です﹂とアドバイスし︑

東日本大震災前の宮城県

の水産業や宮城県漁協の

概要︑震災による被害状

況︑復興基本方針を立て

たことを紹介しました▼

そして﹁宮城県の漁業者

は海に戻りたいという気

持ちが日ごとに強まって

います︒漁業を復興させ

て安全・安心な魚を供給

し︑多くの支援にお礼を

したい﹂と結びました︒

ます︒

をご覧ください︒

して1 2 , 0 0 0千円を基本放流額とします。
これは、300,000尾に相当します。
東京湾100,000尾、三浦半島西岸
100,000尾、西湘・湘南100,000尾とし
ます。基本財産、漁業者・漁協負担
金、遊漁船協力金の額は前年度の実績
とします。
また、現在のマダイ釣人・釣船協力
金は寄附金額に応じて放流数を変更し
ます。

（60）

決したあ

2013年度以降、各海域に放流する 100,000尾分は、漁業者・業業協同組合負担金
及び遊漁船協力金による放流分

75,700

150,000

評議員︑監事が四年とな

＊100,000＋上記に同じ

56,200

75,000

十五名から七名〜十三名︑ 法人では︑理事が二年︑

700,000

60,000

監事は三名から二名とな

700,000

（70）

した▼関係者６５人が出

1,000,000

183,600

席︑水産課漁港グループ

＊100,000＋上記に同じ

200,000

と︑評議員に示し︑二週

200,000

（20）

間後に評議員会を開催し

200,000

③評議員は財団法人の

300,000

389,480

ります︒

湘南・西湘

従来は︑県︑市町の理

＊100,000＋上記に同じ

350,000

ります︒

250,000

したが︑公益財団法人で

250,000

事︑評議員がいましたが︑ ときには登記しませんで

350,000

計

2013（平成 25年度）以降

新法人では入っていませ

三浦半島
西岸

＊100,000
＋前年度マダイ遊魚協力金
＋組合等種苗購入分

④財団法人のときは午

250,000

は登記します︒

2012

250,000

②そこで︑栽培漁業協

2011

350,000

イ

クロダイ

ん︒

2010

東京湾

前中に評議員会を︑午後

海域／年度
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平成25年度以降のマダイ放流計画案

ダ

30,000

（25）

（15）

トコブシ

２３年度実績

30,000

（30）

ビ

ゴ

２４年度計画

（５）

ビ

トラフグ

神奈川県栽培漁業協会経営改善計画案
マダイ種苗生産・放流数変更の考え方

合

種苗名（サイズmm）

２３年度実績（尾）

会の運営内容を知ってい
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推進協議会﹂において︑

他県と連携し︑広域にヒ

神奈川県栽培漁業協会

は︑平成二十四年四月一

日から財団法人から公益

財団法人に移行しました︒

平成二十四年三月二十

三日に神奈川県公益認定

委員会の答申に基づき︑

公益財団法人としての神

奈川県知事の認定許可が

出されました︒

公益財団法人の利点は︑

不特定多数の受益者に対

する事業の比率が五十パ

ーセント以上であれば︑

消費税を除き︑法人税な

どの税金が掛りません︒

種 苗 供 給 事 業
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神奈川県におけるマダイ種苗放流目標は、
2010年度までは神奈川県栽培漁業基本計画
に基づき100万尾としてきた。補助金の中
止に伴って、2011年度は30万尾を削減し70
万尾にしてきました。
しかし、それでもマダイ種苗生産経費と
収入の収支が大きく開いていて、今後、収
支相償を図るため、放流数をどのようにし
ていくか、選択肢を提示します。
提案1
2012年度のマダイ種苗放流数は、2011年
度に引き続き70万尾とします。
2013年度以降は、栽培漁業協会の種苗放
流事業として、前年度の漁業者・漁業協同
組合負担金及び遊漁船協力金の決められた
割合をマダイ種苗生 産に充てます。
また、前年度のマダイ遊漁者・遊漁船協
力金を全額マダイ種苗生産費に充て、これ
らを合わせた金額相当の尾数を各地区に放
流します。
試算では栽培漁業協会の種苗放流事業と

ラメの種苗放流事業を展

開します︒

当協会の運営は︑県補

助金の削減及び漁業経営

の不振と遊漁者数の減少

70,000

等から主な収入源である

700,000

計

漁業者負担金と遊漁船業

30,000

合

イベントに協力し
マダイ種苗を放流

者等協力金は減少傾向で︑

200,000

種苗供給数も種苗を購入

20,000

西湘域

していた財団法人の株式

20,000

250,000

会社や一般法人への移行

250,000

三浦半島西岸域

で︑
厳しさを増しています︒

マダイ（全長 60mm） ヒラメ（全長 60mm）

事業の執行については︑

放流場所
東京湾海域

徹底した経費の見直しを

マダイ・ヒラメ資源増大促進事業

行い︑効率的な協会運営

に努めます︒

支出計

種苗斡旋

事業計画

種苗斡旋

ヒラメ資源増大

平成二十四年度

42,041

マダイ・アワビなどを種苗生産・放流

43,299

と協力が得られるよう︑

2,966

種苗生産

苗を入手し放流します︒

5,230

2,922

今年度もマダイ︑アワ

4,919

栽培推進

漁業者はもとより神奈川

ヒラメ資源増大

マダイ資源増大

県民に対し︑東京湾並び

23,780

である種苗生産・放流並

23年度

20,990

科目

ビ︑トコブシ︑クロダイ︑ これら当協会の中核事業

管理費

24年度

マダイ資源増大

マコガレイの種苗を生産

平成24年度支出予算

に相模湾の海洋環境の保

127,889 134,905

全と水産資源を豊かに保

収入計

種苗斡旋

びに供給事業を行うこと

250

6,000

により︑神奈川県の水産

11,126

250

〒238-0237
神奈川県三浦市三崎町
城ヶ島養老子

☎ 0 4 6（ 8 8 2 ）6 9 8 0
FAX 0 4 6（ 8 8 1 ）2 2 3 3

して︑東京湾並びに相模

10,865
5,000

雑収入

種苗生産

発行所

湾へ放流し︑漁業協同組

遊漁 船 協 力

マダイ等協力金

9,712

つ必要性を訴えるため︑

12,992

普及啓発活動を行います︒

負担 金

広域資源

7,061

資源の維持増大を図りま

0

マダイ協力

す︒

3,530

緊急 雇 用

負担金

合をはじめとする水産団

3,465

広域 資 源

1,000

32,233

体への供給を行います︒

49,003

1,000

29,977

さらに︑昨年に引き続き

53,970

種苗 斡 旋

﹁太平洋南海域栽培漁業

種苗 生 産

賛助 会 費

遊漁船協力

また︑栽培漁業と当協

10,640

会の活動についての理解

9,870

さらに︑業界から強い要

基本財産

24年度 23年度

基本 財 産

望のあるヒラメなどの種

平成24年度収入予算
科目

神奈川県栽培漁業協会

ヒ ラ メ な ど の 種 苗 は 入 手・放 流へ

No.94

第9 4 号

運用収入が一千七十六万
当金百万円︑波板洗浄機

投資活動支出は︑退職引
した︒

千六百七十二万五千円で

事業活動支出の合計は︑ 苗斡旋事業が二千八百八
一億三千四百万二千円で︑ 十七万八千円︑管理費が

産
運
受 用益
取
会
事
受 業 費
取 収
補 益
助
遊
金
漁
船 負 等
業 担
マ 者協 金
ダ 力
イ 金
協
力
金
募
雑 金
収
借 入
入
金

四千円︑賛助会員会費が
購入費の二百十七万三千

財

八十四万六千円︑アワビ

本

の種苗生産やヒラメの種
財産増減計算書を確認し
円でした︒
事業活動支出の内訳は︑ たいときはホームページ

http://www.kanagawa-sf
をご覧ください︒
a.or.jp

基

平成二十三年度収支計算書

円︑さいばいニュースの
発行などの推進活動事業
費が二百九十四万五千円︑
緊急雇用創出事業が六百
四十一万三千円︑アワビ
等の種苗生産事業費が四
千九百三十五万六千円︑

苗斡旋などの事業が八千
マダイ資源増大促進事業

ヒラメやカサゴなどの種

百二十九万三千円︑緊急
費二千四百三十八万二千

を短期借入しました︒

した︒この外︑八百万円

雑収入三十五万七千円で

が七百四十三万九千円︑

万六千円︑マダイ協力金

業者協力金が一千八十六

二百九十九万円︑遊漁船

協同組合の負担金が一千

事業
業活
活動
動収
収入
入合
合計
計は
は一
一億
億三
三千
千万
万円
円余
余り
りに
に
事
平成二十三年度の財団
法人神奈川県栽培漁業協
会の決算を収支計算書に
よって報告します︒
平成二十三年度の事業
活動収入の計は一億三千
五百二十六万三千円でし
た︒

雇用や太平洋南海域栽培
円︑ヒラメ資源増大促進

取り組むため︑今年度は
鎌倉地区の小型定置網漁

（千円）

土地水資源対策課リーダ
aaaaaaaaaaa
四月一日付け
aaaaaaaaaaa ー︶加藤誠一▽資源環境

業系統団体幹部︑市町の

の新たな﹁地魚流通促進

通モデルを構築するため

ーケットなどをつなぐ流

です︒

の通り︒カッコ内は前職

ターの主な人事異動は次

水産課・水産技術セン

行政・研究・指導

非常に厳しいが︑

﹁県の財政事情は

俊行水産課長は

した︒冒頭︑鵜飼

いて説明を受けま

﹁定置網漁業活性化支援

かな海づくり推進事業﹂

構築技術開発を行う﹁豊

然系ヒラメ種苗生産体制

生産・放流技術開発︑天

ら始まったトラフグ種苗

さらに︑二十三年度か

験場長︶前川千尋▽栽培

資源環境部長︵相模湾試

坂本稔▽企画経営部長兼

祉局企画調整担当部長︶

所長兼管理部長︵保健福

▽水産技術センター副

また︑当協会の今井利

験場長︵栽培技術部長︶

長︶杉浦暁裕▽内水面試

産指導主査︶山本貴一▽
栽培技術部主任研究員
︵資源環境部主任研究
員︶岡部久▽相模湾試験
場主任研究員︵内水面試
験場主任研究員︶相澤康︒
平成二十三
年度まで配布
してきたアワ
ビ種苗単価
︵消費税抜
き︶を平成二
十四年度から︑
電気料金の値

当

東京電力が電気料を十

八・二パーセント値上げ
する︑と通告してきまし
た︒また︑配合飼料など
の値上げも予想されるか
らです︒
アワビの種苗は採卵か
ら出荷まで
一年〜二年

話 国棄て

⑩

艫のオンチャン航海記

まぐろ 千 夜一夜

続

第

︵前号までのあらすじ 会
‥社を飛び
出し︑義父の仕事の共同経営者に︒そ
のＧさんに一緒にのんびり暮らさない
かと誘われる︶

んだぜ︒ジャップとかモンキーとか︑

そんな陰口をきかれてんだぜ︒この

ままだとよう︑そのうち︑日本とい

う国消えて無くなるかも知れねえぜ︒

だってよ︑手前えの国に誇りが持て

ず︑準白人︑なんて言われて喜んで

いるような国がさ︑この先栄えてゆ

と言ったものです︒

く筈ねえもんな﹂

儂は︑髭のオッサンの話しを聞き乍ら︑

可愛さ余って憎さ百倍

国の人種差別は非道いもんと聞いていた

てたんだけどね︒ご存知のとおり︑あの

まるまる反対の行動を取らせたのや ―
と思いましたなぁ︒言うやないですか︑

まらん︒その思いが︑日本を棄てるという︑

いや︑むしろその反対で︑好きで好きでた

こ
―の男は日本が嫌いやないんやなぁ︑

んだが︑いや︑実際行ってみて驚いてし

﹃可愛さ余って憎さ百倍﹄と︒

﹁僕はしばらくケープタウンに出張し

まったねぇ︒ホテル︑レストラン︑バス

うんだ︒日本人は準白人ということで︑

の有色人種さ︒ところが我が日本人は違

しまいました︒失礼しましたなぁ︒

出したものですから︑ついつい長話をして

変わりな元日本人との出会いを︑フト思い

前に︑マヘ島という印度洋の小島での︑風

ビ番組を︑たまたま観たことから三十年も

﹁老夫婦の海外移住﹂という内容のテレ

や公園まで白人専用があって︑非白人と

厳しく区別しているんだ︒

非白人というのは黒人︑カラード︵混

白人と同じ扱いを受けるんだから︑気分

血︶︑インド人︑中国人 ︑
…その他全て

がいいよな﹂

テメエ馬鹿かよ︑って言ってやりゃよ

﹁俺らかい︑俺らぁ︑地球人さぁ﹂

になっていたこと︒それはＧさんの国籍︒

あ︑ついでにもう一つ︑儂がもう一つ気

と如何にも得意満面なんだぜ︒

かったんだけどさぁ︒バカに何言っても

無冠の外交だなんで︑普段ふんぞり返

乗り続けている年寄りのことです︒

て働き︑年を取っても︑未だに現役として

ャン﹂とは︑永いことマグロ船で船方とし

この本の副題となっている﹁艫のオンチ

艫
※のオンチャンとは

せん︒

Ｇさんのその返事が︑未だに忘れられま

始まらねぇと思ってよう︒そのまま帰っ

準白人なんて言われ方が︑どれだけの

て来ちゃった︒

屈辱だってこと︑奴らは考えもしねえん
だ︒

そこに居たその他大勢も︑皆同じ考

の時間を必

っている奴らがこれじゃ︑日本て国余り

えさね︒

要として︑

先はねえぜ︒

うに飲むものですから︑こちらは気が気

リグビリと強い酒を︑まるで水を飲むよ

そんなことを言いながらＧさん︑グビ

俺は地球人

めること無く︑仕事をしている︑そんな人

隅で︑コツコツ︑毎日︑いつでも︑手を休

修理などを︑人目に付かない船尾︵艫︶の

んが︑若い人が面倒だと思う漁具や道具の

﹁オイ︑マグロ船ッ︑日本て国︑経済

ており︑大抵は﹁艫のオンチャン﹂と若い

な年寄りは︑どの船にも一人くらいは乗っ

海のことなら知らないことはない︑そん

のことをいいます︒

大国とかいってさ︑白人の仲間になった

︵おわり︶

乗組員から親しみを込めて呼ばれています︒

リカで日本人のことを良く言う奴は少ね

らが聞き知っている限り︑アジア︑アフ

つもりで︑肩で風切っているけどな︒俺

して ︒
…

じゃのうて酔いも半分醒めてしまったり

若い船乗りに交っての重労働は出来ませ

その間︑ポ
ンプで海水
をかけ流し
つづけ飼育
しますので︑
電気で飼育
しているよ
うなもので
す︒

お願い申し上げます︒

価を改定せざるを得ない
関係漁業協同組合と組
状況になりました︵表︶︒ 合員の皆さまのご理解を

上げなどで単

苗
種
苗
種
急
緊
推
資
メ
ヒ

ラ
資

イ

1,000

16

退
什
斡
ダ
マ

引
職

金
品

備

器
費

理
管
業
事
旋
業

事

生

産
出

創

雇

用
動

活

進
大

増
源
大

増

管理費

その内訳は︑基本財産

漁業推進協議会のヒラメ
事業費が五百三十万四千

貸借対照表および正味

種苗補助金が一千四十七

神奈川県水産課

万九千円︑漁業者や漁業

二十四年度

【支出】
【支出】

aaaaaaaaaaa 部主任研究員︵水産課水

神aaaaaaaaaaa
奈川県人事異動

神奈川水産課は四月十
担当職員ら七十五人が出

事業﹂に着手することが

▽水産課副課長︵横須賀

業者と地元のスーパーマ

七日に平成二十四年度主
席し︑県の各担当職員か

紹介されました︒

主要施策・当初予算説明会
要施策および当初予算説
ら取り組む事業などにつ

︵敬称略︶

明会を開催しました︒漁

部門が一丸となり

事業﹂などを継続して行

技術部長︵水産課副課

三浦県政総合センター担

県下水産業振興の

うことが説明された︒
組みます﹂とあい

為専務は﹁マダイ栽培漁

水津敏博▽相模湾試験場

28,878
種苗斡旋事業
１８０

１５０

５０

当部長︶加藤岡政彦

ための施策に取り
さつしました︒

長︵専門研究員︶石戸谷
博範▽管理課長︵政策局

業の現状と課題﹂につい

二十四年度主要
事業方針では︑地
産地消に重点的に

１１０

９０

356

源

2,172

退職金引当

0

16,724

什器備品

10,000

49,356
種苗生産事業

50,000

24,382
マダイ資源増大

20,000

負担金

20,000

6,413
緊急雇用創出

３０

受取補助金等

30,000

2,945
推進活動

５５

81,293

40,000

新単価（円）

４２

8,000
借入金

アワビ種苗単価
値上げのお願い

5,304

旧単価（円）

２５

228

雑収入

40,000

事業収益

受取会費

60,000

金額（千円）
目
科

7,439

募金

10,479

10,765

0

10.866

マダイ協力金

80,000

12,991

遊漁船業者協力金

60,000

846

基本財産運用益

（千円）
100,000

金額（千円）
目
科

て説明しました︒

神奈川県主要施策・予算説明会

ヒラメ資源増大

殻長（mm）

【収入】
【収入】

（２）
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マサバ資源回復の兆しか

…

伊豆諸島海域で漁場拡大
相模湾ではブリが豊漁に

にないそうです︒
また︑漁協の朝市など

二︑三年前から神奈川
やイベントなどで漁業者
が試食・直売を行うケー

県の新しい海藻資源とし

スが増えていますが︑い

て注目されだしたのがア
カモクです︒健康食品と

＆

厚生労働大臣賞を受賞した

まぐろづくし

ちらし弁当

千葉︑神奈川︑静岡県の

は続き︑平成二十三年の

その後もマサバの漁獲

ク商品を使い︑

を始めたアカモ

漁業者が生産

ーを導入する人
も出てきました︒
鎌倉漁協では新
名産品﹁鎌倉の

水産技術センター実績発

でも力を入れているトラ

したが︑その中で当協会

地先に五千尾のヒラメ種

事業で︑横須賀市長井町

九日︑当協会の種苗供給

日本釣振興会は五月十

が荒崎海岸・なんやの浜

湾に放流したあと︑千尾

時過ぎ︑四千尾を小田和

のヒラメ稚魚で︑午前八

第十二回全国中学生創
造ものづくり教育フェア
﹁あなたのためのお弁当
コンクール﹂全国大会で︑
横須賀市立長井中学校家

たんぱく質が多

ーゲンなどの硬

く質には︑コラ

材です︒たんぱ

もちろん︑種苗放流経費

さい︒

要した経費を比較して下

の漁獲金額と種苗放流に

また︑回収したアワビ

為

を上回る漁獲を上げない

利

いため︑肉が固

黒字にするには︑どう

赤字となります︒

とアワビ種苗放流事業は

い︒鉄︑亜鉛︑マグネシ

さいばい漁業って何 ⑬

公益財団法人

井

神奈川県栽培漁業協会

専務理事 今

アワビの料理

アワビの代表的な料理は ウム︑銅︑リンなどのミ
なんと言っても刺身です︒ ネラル︑ビタミンＢ群︑
Ｅなどを含みます︒

合員の皆様方の協力によ

善策を立て︑漁業協同組

大臣賞を獲得しました︒

したら良いか︑どこを改

放流したアワビがどの

って︑実行してください︒

クロアワビ︑エゾアワビ

くらいの数︑漁獲された

城ヶ島で放流が始まって

善するべきか考えて︑改

かを調べることは︑放流

放流の効果

余り硬いものは敬遠し

事業を評価する上でどう

は身が硬く︑コリコリと

ますと言う方には︑マダ

魚を使うのが条件だっ

＊

などの食材を活かした弁
当でした︒

からの種苗代と漁獲した

較べると約四倍となって

カアワビ︑メガイアワビ

いました︒

放流貝の累積水揚金額を

夏に氷の器に賽の目に

ビ︑メガイアワビ︑クロ

しても必要です︒
ブシの種苗の幼生は︑餌

切ったアワビを水氷に浮

まず︑年毎のマダカアワ
の珪藻を付着させた波板

アワビ︑サザエ︑トコ

に定着させ三〜四ケ月間

機械が老朽化したため︑

板をきれいにするための

ロアワビ︑エゾアワビが

いるとしていますが︑ク

よく︑水貝には男貝を用

値からアワビの年齢組成

を計測します︒この計測

きたアワビを種別に殻径

次に漁師が水揚げして

成否を判断する基準とな

いるかが種苗放流事業の

くらいの数を漁獲されて

放流したアワビがどの

回収率
協会では新しい洗浄機を

使われています︒

る貝殻のグリーンマーク

とに人工種苗の特徴であ

ざまな要素が入り一概に

形︑漁業者の数などさま

方法︑放流場所の海底地

漁場︑放流サイズ︑放流

アワビの美味しいなと

るものと期待しています︒ する時︑暖をとるため︑

比率を求めます︒

何パーセントを回収した

ンパクトで部品の取り換

松の薪を燃やしている囲

これらの数値を使って︑

と言うことはなかなか難

しかし︑回収率は︑各

ります︒

炉裏があり︑そこにアワ

何年に放流したアワビが

また︑それぞれの種ご

を求めます︒

催し︑２００家族が海岸

ビを貝殻ごと焼き︑火が

何個漁獲されたが分かり

思う食べ方は︑裸潜りの

清掃を行ったあと︑四︑

通ったかどうかぐらいの

えなどが簡単に行え︑種

五歳〜小学低学年の児童

状態で海水に漬けて︑か

しいものです︒

漁師が船に上がって休息

がヒラメの放流を体験し

ます︒
井利為専務は︑﹁この種

放流に先立ち協会の今

うとまた違った味わいが

して中華料理にして味わ

エゾアワビは︑干鮑と

値が求められます︒

で割ると回収率と言う数

と︑神奈川県でのアワビ

放流事業の全体で見ます

今まで神奈川県の種苗

ぶりつくのが最高です︒

苗は今年一月に愛知県で

あります︒

七年に二十トン前後で推

漁獲量は︑平成十六〜十
ふ化しこれまで育てられ

郎長井町漁協副組

︵会長・小澤紳一

未来を考える会

て下さい﹂と話し︑子ど

ょうと声を掛けて放流し

戻ってきてまた会いまし

アワビの成分は︑高た

わったことが始まりです︒

から醤油に漬けて運び味

のアワビは江戸時代駿河

ンチの大きさに育ちます︒ 名物として有名です︒こ

貝であると計算されます︒

すので︑十八トンが放流

あると調査結果がありま

十パーセントが放流貝で

げされているアワビの九

城ヶ島︑長井町で水揚

移しています︒

合長︶が﹁荒崎海

もたちは次々と放流台を

︵つづく︶

岸クリーンフェス

使い放流しました︒

んぱく︑低カロリーの食

タ２０１２﹂を開

ヒラメ種苗を放流する
小さな子ども

漁獲された数を放流数

ました︒

苗生産の効率を上げられ

導入しました︒新型はコ

飼育します︒使用後︑波

かべた水貝は︑こりこり アワビそれぞれ種別ごと
とした食感を楽しみます︒ の放流数を記録しておき
ます︒

がお勧めです︒

たので三崎のマグロを主

政部の﹁まぐろづくし＆

サバたもすくい網漁船に
寿司屋さんが軍

アカモク﹂をか
ながわブランド

表会﹂を開きました︒漁

フグの種苗放流などにつ

で小さな子どもたちが放

した食感を好む人に向い

ちらしの栄養満点弁当﹂

よるマサバの漁獲の合計
艦巻きにして客

業団体幹部︑市

いてセンター栽培技術部

苗を放流しました︒愛知

流しました︒

ています︒

博しているそう

は二千百五十八トン︵二
に食べさせたり︑

に認定してもらうように

町の担当職員︑

の櫻井繁さんが﹁トラフ

県から活魚運搬車で運ば

水技センター業績発表会

食材に︑マグロの子
︵卵︶

ずれも来場者から好評を

省エネ・省スペースの

が二位に入賞︑厚生労働

にアカモクの商
品化に積極的に
取り組みだした
漁業者の中には︑
アカモクの刻み

十二年は八百九十一㌧︶
県下沿岸各地の食堂では

申請し︑承認されました︒

協会の種苗供給事業でヒラメ稚魚放流

波板洗浄機 を導入 へ

です︒このよう

しても関心が高いことか

長い間︑単価の安いゴ
の商品開発に積

乾燥︑冷凍など

ら県下各地の漁業者は︑
今年一月から始まった
極的に取り組ん
でいます︒神奈

マサバしか獲れなかった

川県漁連では︑

伊豆諸島周辺海域で︑マ
サバが漁獲されだしたの

伊豆諸島近海漁場でのサ

は︑昭和五十四年以来二

バたもすくい網漁業は︑
マサバの漁獲が顕著でし
﹁アカモクのふ
りかけ﹂まで販

でした︒今年になっても
﹁あかもく丼﹂を提供す

アカモクは体に良いと

でした︒

十八年ぶりの平成十九年

かも資源が多いためか漁
場が拡大するなど︑
﹁資

マサバの水揚げは続いて
る店が多くなっており︑

いわれるフコダインの含

源回復の兆しか﹂という

＊

います︒
﹁ねばねばシャキシャ

有量がメカブの３〜５倍

加工処理のため

声が聞かれます︒また︑

また︑今年二月から三
キ﹂した食感が客から喜

について担当者が発表し

ミートチョッパ

今年の相模湾ではブリが

月にかけて相模湾で九千

ばれているそうで︑神奈

で︑ミネラルや食物繊維

売し始めていま

大漁になるという明るい

尾以上のブリの漁獲があ

も多く含まれています︒

神 奈 川 県 水産技術センター実績発表会

ます﹂とあいさつしまし
た︒

神奈川県水産技術セン

水産研究者など

グの栽培漁業について﹂

れてき体長六〜七センチ

日釣振が長井町地先の海に５千尾を

ターは﹁第二回神奈川県

六十人が出席︑

と題してこれまでの取組

アワビは海で獲れるも
冒頭︑米山健所

を話しました︒櫻井さん

てきました︒放流後一年
長は﹁センター

は﹁トラフグは小型種苗

のですが︑内陸の甲府で
では︑海・川・

でも大量に放流すれば︑

で体長は三十センチ︑二

湖の漁業振興︑

翌年には水揚げ量が増え

年後には三十五〜四十セ

漁場環境保護︑

るという効果が考えられ

ら︑地元の地域の

普及活動などを

ます﹂などと説明しまし

この日は︑午前９時か

行っており︑そ

た︒

﹁煮貝﹂としてアワビが

の研究成果など

七つの発表が行われま

栄養満点弁当
新型波板洗浄機活躍

す︒

話題もありました︒

りました︒これは三十年

川の名物になるかも知れ

アカモクの商品化に
積極的な県下漁業者

ぶりだそうです︒

第二回

マサバ主体の水揚げ

トラ
ラフ
フグ
グの
の栽
栽培
培漁
漁業
業な
など
ど七
七発
発表
表が
が行
行わ
われ
れる
る
ト

新型
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相模湾でシラ
スを獲り各種商
品を加工︑直販
している紋四郎
丸︒獲れたその
日だと食べられ
る生シラスも買
うことができ大
人気です︒﹁釜
揚げ﹂﹁干し﹂
のほか﹁しらす
佃煮﹂も評判が

ムなどが豊富な﹁健康食

使わないこと︑カルシウ

食塩以外の添加物は一切

生産に取り掛かります︒

パック詰めから加工品の

して家族ぐるみで生用の

漁︑獲れると直ちに帰港

シラス船曳網漁船で出

らかさで︑口の中にシラ

もので︑ふわっとした柔

す﹂は獲れたてを茹でた

また︑﹁釜揚げしら

酒のつまみにも最高です︒

まワサビ醤油で食べると

丼﹂は絶品だし︑そのま

飯の上に乗せた﹁シラス

の﹁生しらす﹂です︒ご

リビエラリゾートシーボニアマリーナ

キスマスター参加費一部などを寄付
てくれました︒

はマダイ︑クロダイに加
えカワハギの種苗も放流
していますが︑今回の寄

二十四年度栽培漁業資源増大促進事業

県下の海にヒラメ種苗を放流

放流に参加したのは平

メ種苗を放流しました︒

塚市立港小学校の五年生

業資源増大促進事業で協

平成二十四年度栽培漁

どを話し︑協会の今井利

組合長は船上での注意な

です︒後藤勇平塚市漁協

使わせていただきます﹂

付は︑水産資源の増大に
とお礼を述べました︒

為専務はヒラメが生まれ

同マスターには相模湾

リビエラリゾートシー

会は七万尾のヒラメ種苗

てから大きくなるまでを

０１２﹂を開催し︑海を

ボニアマリーナは五月二

を神奈川県下の海に放流

話しました︒このあと生

が参加し︑乗り組んだ四

や東京湾から七十三艇の

しました︒これに加え相

徒は救命胴衣を付け︑遊
ター﹂開催のたびに協会

したが︑それ以前は﹁キ

キス釣りを行い︑四匹の

に寄付を続けてくれてい

スマスター﹂﹁ハギマス

と同社の寄付を加えた八

合計体長を競いました︒

人一組の八十一チームが

万一千円を協会に寄付し

豊にしてと参加費の一部

同社は昨年︑東日本大

模湾水産振興事業団が三

漁船四隻に分乗して沖に

震災の被災地に寄付しま

万尾︑漁協なども種苗を

出て稚魚を放流︑設置さ

ヨット︑モーターボート

購入して放流しました︒

れている定置網などを見

十日︑﹁キスマスター２

平塚市漁協は︑地元の小

優勝したのは四匹合計百

七センチに育った

てもらい︑体長約

て回りました︒

剣崎小学校全校生徒が参加し

七百五十尾のカサ

の松輪地区の遊漁船業グ

みうら漁協南下浦支所

を掛けながら放流しまし

なって戻ってきて﹂と声

ゴ種苗を﹁大きく

放流に役立ててと五万円

ループは︑六月十一日︑

カサゴ種苗を放流

を寄付してくれました︒

た︒

して当協会にマダイ種苗

んが優勝︑受賞者を代表

った東京都の小松慎治さ

五・九六㌔のマダイを釣

学生が遊漁船に乗りヒラ

ました︒

八・一センチのキスを釣
り上げたチームでした︒
表彰式で同社の渡邊藤
郎副社長は﹁今年は神奈
川県も後援してくれまし
た︒海と水産資源を大切
にする情報を今後も発信

同船は︑七年前からマ
つし︑寄付を受けた協会

は１月︑﹁ラブ！ラブ！

三浦市・松輪の棒面丸

ます︒寄付を受け取った

し︑毎年寄付を続けてい

ダイ釣りイベントを実施

十人の全校生徒に参加し

三浦市立剣崎小学校の百

校なので︑社会科教育に

分の子どもたちが通う学

明し︑会議の翌日︑

資源管理について説

﹁二操一休﹂などの

立しました︒

グラムを設

の海洋プロ

供するため

寄付は非常にありがたい

です﹂とお礼を述べ︑同

船の鈴木千春社長は﹁マ

ダイ資源を増やすため栽

培協会に寄付を続けたい

のでよろしくお願いしま

す﹂とあいさつしました︒

発行し︑神奈川の海の情

ばいニュース﹂を年四回

協会は創立以来﹁さい

発行させていただくこと

決算が公表できる七月に

ら年二回︑一月と協会の

ものにしてまいりますの

の内容をさらに充実した

﹁さいばいニュース﹂

になりました︒

に厳しくなり年四回﹁さ

で︑何とぞよろしくお願

いいたします︒

いばいニュース﹂を発行

なりました︒

することが難しい状況に

しかし︑財政状態が非常

報を提供してきました︒

らないと考え︑昨年度か

を発信し続けなければな

しかし︑栽培漁業情報

ます﹂と話しました︒

食べられる大きさに育ち

ゴの子どもは二︑三年で

を説明し﹁放流したカサ

利為専務は︑カサゴ種苗

放流の前︑協会の今井

放流会を実施しています︒

分たちが卒業し︑また自

遊漁船業の人たちは自
の今井利為専務は﹁協会

マダイ２０１１棒面丸﹂

協力しようと六年前から

ドンを訪問︑水産物の乱

殿下にお会いすると

三十年前か

助がなくなりこのような

協会の鈴木秀雄事務局長
た海洋プログ
ラムの日本の
漁業の大使と
して招待され︑

獲防止などを話し合う会

小山組合長が英国に招待される
＊
＊
チャールズ皇太子から
励ましのお言葉
横浜市漁協の小山紀雄

議に出席しました︒

今年二月ロン

煮﹂﹁たたみいわし﹂︑

組合長は︑英国のチャー

﹁今後も頑張って下

ら資源管理

の努力が評

さい﹂と励ましのお

チャールズ皇太子

価され︑会

に取り組ん

殿下は二〇一〇年︑

議に招待さ

言葉をいただきまし

漁業による食料の確

れました︒

できた組合

保と生計の安定を提

編集後記

代行は﹁国︑県からの補

していきます﹂とあいさ

小学生がヒラメ稚魚を放流

の表彰式を行いました︒

カサゴ種苗を放流

良いそうです︒

品﹂としても喜ばれてい
﹁干ししらす﹂は茹でて

ます︒
とくにシラスのおいし

スの旨味がひろがります︒

さが堪能できるのが︑水

から簀に広げ︑天日干し

いしさを倍増させます︒

マダイ種苗
放流にと…
た︒

ている底引網漁業の

は︑同漁協が実施し

会議で小山組合長

ルズ皇太子殿下が設立し

このほか﹁しらす佃

５万円寄付
マダイ資源を増やしてと寄付

協会に寄付金贈呈

時期により﹁めざし﹂

チャールズ皇太子と小山組合長（後列左から３人目）

﹁煮干し﹂なども製造し
ており︑来店か電話など
での注文を受け付けてい
るそうです︒

【アクセス】徒歩だと逗子駅からバ
スで前田橋下車5分。葉山方面から
車だと国道１３４号線を前田橋信号
で右折、看板を確認しながら走り２
〜3分。
〒240-0105 横須賀市秋谷1-8-5
ＴＥＬ０４６−８５６−８６２５

棒面丸

シラス直販所「紋四郎」

した製品です︒海を渡っ

印は看板

揚したその日に食べるこ

芦名

とができる店頭販売限定

下る

海

横須賀市秋谷の紋四郎丸直販所

〒 秋谷郵便局

逗子

て来る潮風がシラスのお

行止り

紋四郎丸

自分で獲り生のほか釜揚げなど加工して販売する
林→
国道134号線
←

シリーズ㉖

朝市・直販所めぐり
そば処
西浦屋

前田橋
バス停
前田橋
秋谷海岸

（４）
第9 4 号

さ い ば い ニ ュ ー ス
2 012 年（平成 24年）７月１日

