19,208

13.08

他

6,774

4.61

146,894

1

2.43

12,560

8.55

協 力 金

15,935

10.85

三浦市沖で今年

普及啓発二百五十六万三

に五百二十九万九千円︑

十万八千円︑ヒラメ放流

マダイ放流事業に二千百

円の予算です︒

補償交渉を専門の弁護士

漁協や当協会も出席し︑

る漁協を含む県下二十四

害が出ている漁業者がい

月中旬︑重油の漂着で被

した▼神奈川県漁連は四

三万八千円︑特定

資産運用収入五十

六万三千円︑賛助

事業収入一億二百

三十八万四千円︑

広域種資源造成支

定的な大量生産技術を確

立する事業を分担して行

なうことになります︒

さらに当協会は︑放流

による効果が期待できる

に諮問することなどを通

関する事項︑放流後の水

産と放流の実施について

対象の水産資源の種苗生

神奈川県は︑平成二十

及び栽培漁業の必要性に

が行なう魚の見分け方教

室です︒定置網が水揚げ

したアジ︑サバなどを手

に取り︑魚の見分け方︑

おいしい食べ方などを紹

井

利

為

さいばい漁業って何 ⑯

公益財団法人

専務理事 今

神奈川県栽培漁業協会

所にいるサザ

エは棘がない

と信じられて

います︒

島南部沿岸に分布してい

ます︒

沖縄県にはサザエの親

戚であるヤコウガイがい

サザエは︑水深五十セ

ますがサザエはいません︒

び太平洋側の和歌山県串

ンチメートルから三十メ

日本海およ

本以東では棘があり︑瀬

ートルまでの岩礁に分布

サザエの栽培漁業

戸内海では棘がない個体

しています︒

介しているもので︑魚を

サザエは磯の代表的な

が多いとされています︒

見て︑学んだ消費者から

大きな拍手が沸きます︒

生物です︒浜辺の食堂な

外海性の特徴を持つ海

域では棘があり︑内湾性

ートル未満の稚貝は水深

によれば︑殻高十ミリメ

漁業者からの聞き取り

ついて普及啓発に取り組

産資源の育成や分布など

同漁協は水揚げした魚

どで﹁サザエのつぼ焼﹂

の特徴をもつ海域で棘が

二から五メートルの瀬で

に関する調査を行なうこ

して﹁パブリックコメン

を販売するだけでなく︑

ない個体が多いものの︑

佐島朝市は︑毎回押す

磯の香りを漂わせ︑つ

目撃されています︒

むとともに︑広く経費負

ンセプトに︑十一月まで

地先によって必ずしもそ

説明︑刺身やフライなど

獲した旬の魚を陳列して

を始めると︑その日に漁

網漁船が帰港して水揚げ

網で幅広く漁獲され︑漁

が高く︑潜水︑覗突︑刺

では︑サザエの漁獲割合

磯根がある漁業協同組合

神奈川県の沿岸漁業で

います︒

に喜ばれているのが大楠

い食堂に入って注文する

とを決めます

ため︑卵から稚仔魚の時

ト﹂を経て二十七年

策定事業は︑沿岸

期の減耗が激しい期間を

のおいしい食べ方も紹介

業者の収入の一角を占め

ますか︒

る時︑どのようにしてい

サザエの壷焼きを食べ

すことがあります︒

降りてくる異常行動を示

の藻体に登り︑その後︑

は数日間アラメ・カジメ

には︑加熱しすぎないよ

まず︑サザエを焼くとき

放流直後のサザエ種苗

場所に移動します︒

成長するにつれて深い

差が認められます︒

〜二個体で場所によって

方メートルあたり〇・二

一歳貝の生息密度は平

の第四土曜日に朝市を開

﹁見て︑学んで︑買って︑ を賞味した方も多いと思

漁場整備開発法に基

管理しながら飼育すると

しています︒さらに︑大

ています︒

の仕方なども話し︑漁業

への理解を深めてもらう

取り組みも行なっていま

いう神奈川県産の資源を

や低利用のワカメの茎と

れて猿島に案内し︑嵐が

とき︑白い猿が舳先に現

遭い船が沈没しかかった

倉に船で渡る途中︑嵐に

回転させながら引っ張り

部分を取り出してその後︑

取手の先端を入れ︑足の

は︑蓋の端にスプーンの

サザエの身を取り出すに

産卵期になるとサザエ

サザエの一生

活用してナトリウム排出

おさまった後︑無事に対

だしますと先端まできれ

は深みから浅場に移動し︑

うにしましょう︒

効果のある麺が

岸の米が浜に上陸するこ

いに取り出すことができ

日蓮上人が安房から鎌

誕生しました﹂

とができました︒

神奈川の海藻に

茂主任研究員は

資源部の臼井一

センター企画

上人がお経を唱えると︑

流しているのを見た日蓮

エの角で足を切り︑血を

背負っていた船頭がサザ

そのとき︑日蓮上人を

らも味わい深いものがあ

て︑身だけてなく︑これ

乳白色の精巣となってい

ジャー幼生に変態し︑四

トロコフォアーからベリ

す︒受精後︑十数時間で

臓があり︑濃緑色の卵巣︑ ミクロンの分離沈性卵で

渦巻き状の先端部には肝

日間︑浮遊生活を送った

後︑定着します︒

サザエの卵は直径二百

産卵に備えるようです︒

含まれるアルギ

キズは瞬く間に癒え︑ま

ります︒

ます︒

ン酸︑フコダイ

た︑そのサザエの角もな

に産卵します︒

サザエは七月から八月

で成熟します︒

サザエは二歳から三歳

と話しました︒

す︒

サザエの棘あり︑
棘なし

型定置網の仕組みや操業

同漁協が経営する定置

漁協の新倉真二販売部長

な押すなの大盛況となり

づいて行なわれるも

ともに︑育った種苗を適

のような法則性があると

担を求めるなどの役割を

のです︒地域の実態

切な時期・海域へ放流し

本県では︑水産動物資

に応じた栽培漁業基

たうえで︑有効な資源管

﹁サザエ﹂は比較的手軽

三月に計画を策定し

本計画を立ち上げよ

理を行なうことにしてい

アナゴ筒︑遊

漁各一︑横須

賀市東部漁協

は刺網三︑ノ

リ養殖一︑巻

網一︑三浦半

サザエのつぼ焼きで
渦巻きの端まで食べて
いますか

催しています︒

食べてもらう﹂ことをコ

うというもので︑主

ます︒

も言えません︒

ますが︑来場する消費者

に種苗生産・放流・

県は︑種苗生産技術・

な価格で味わえます︒

担なうことになります︒

じ︑関係者の意見を集約

での五年間に︑県下の栽

培漁業推進に向けた

種苗生産・放流及び

資源管理のため﹁第

七次神奈川県栽培漁

業基本計画﹂を策定

する準備を始め︑県

下の漁協などに対し︑

栽培漁業推進のため

の要望アンケート調

査を実施しています︒

そして︑計画の素

育成に関する指針︑

案を策定するため専

神奈川県水産技術セン

放流技術の開発︑種苗生

で重要とされる種苗の安

協は定置網二︑真鶴町漁

ター︑東洋大学︑平塚市

種苗生産・放流・育

門委員会を立ち上げ

釣り・延縄・採介藻一︑葉

協は一本釣り一︑定置網

が協力してアカモク︑ワ

産施設の維持管理︑資源

山町漁協はタコ籠・採介

一︑採介藻一人でした︒

カメを添加した麺

成を推進することが

藻・刺網一︑小坪漁協は

なお︑県下の過去六年

を開発しました︒

管理型漁業の推進につい

採介藻・刺

間の新規漁業就業者数は

この麺は﹁花まつ

適当な水産動物の種

て︑広く漁業者の意

網四︑鎌倉

平成二十年度三十五︑二

も麺﹂とネーミン

見を聞くことになり

育成に係わる技術開発に

漁協は一本

十一年度三十︑二十二年

グされましたが︑

て役割を担うことになり

また︑二十五年度の漁

釣り一︑江

度三十三︑二十三年度三

海藻を使うことで︑

ます︒その後引き続いて︑ 類︑種類ごとの放流数の

協・漁業種類別就業者数

の島片瀬漁

十七︑二十四年度三十︑

ますが︑当協会は︑県下

をみると︑東京湾内の生

協は地引網

塩分排出や便秘を

麦子安漁協は

一人でした︒ そして二十五年度三十七

目標︑種苗生産・放流・

神奈川県水産審議会や神

奈川海区漁業調整委員会

神奈川県水産技術セン

ターは︑平成二十五年度

新規漁業就業者の調査結

果をまとめました︒一年

間の就業者数は三十歳代

の十三人など合計三十七

人に達しました︒これで

過去六年連続三十人以上

の新規就業者があったこ

とになります︒

獲れた魚を説明

て公示する予定です︒ 源の持続的な利用を図る

七年度から三十一年度ま

栽培漁業推進に向けた種苗生産・放流︑
資源管理のために

第七次神奈川県栽培漁業基本計画

第9 8 号

三月十八日に韓国

船籍の貨物船がパ

ナマ船と衝突しパ

ナマ船が沈没︑積

んでいた四百トン

の重油が漏れ出し︑

その重油が︑東京湾口の

三浦市東岸から相模湾の

藤沢市江の島周辺までの

広い沿岸に漂着しました

▼このため︑三浦市のみ

うら漁協をはじめ︑初声

漁協︑横須賀市の長井町︑

大楠漁協︑鎌倉市の鎌倉

漁協などでは︑シーズン

を迎えたヒジキやアカモ

クといった海藻類の収穫

ができない事態に陥るな

どの大きな被害を受けま

した▼また︑漁具に重油

が付着すると新しい網に

替えなければならないこ

とが想定され︑そうなる

と億単位の敷設費用が掛

かることから︑三浦市内

の定置網漁業者は︑操業

会員収入七十万円︑ 千円︑放流効果調査に二

に委任するための説明会

の中断を余儀なくされま

百万九万七千円︑種苗供

を行うなどの対策に乗り

内訳は基本財産

給事業に八千九百八十四

出しました▼当協会とし

運用収入一千九十

万五千円︑管理費一千九

ても︑東京湾並びに相模

解消する効果のあ

さらに︑

人です︒

島のみうら漁

ンなどは体に良

くなってしまいました︒

収益一億九百二十七万三

千円︑広域資源造成支援

事業三百二十三万四千

二十六年度神奈川県水産課主要施策

源回復技術の開発︑東京

組むほか︑アワビ類の資

なヒラメ種苗生産体制の

産・放流技術開発︑新た

であるトラフグの種苗生

ター増養殖研究所は六月

にある水産総合研究セン

横須賀市長井町の荒崎

ので︑この日は隣接した

らおうと一般公開したも

広く一般の人に知っても

て行なう水産資源を豊か

相や底質の基礎資料の収

生息しやすい浅場の生物

め︑稚魚やアサリなどが

業の効果を向上させるた

を進め︑種苗生産・放流︑ 生まれたアワビのパネル

栽培漁業基本計画の策定

実施する第七次神奈川県

二十七年度から五年間

ナー︑荒崎の周辺の海で

ギの一生を紹介したコー

行ないました︒天然ウナ

一日︑施設の一般公開を

に大勢の人が詰めかけま

究所には親子連れを中心

あったこともあり︑同研

の放流などのイベントが

海岸の清掃︑ヒラメ稚魚

構築を目指します︒

湾の天然魚介類の再生産

にするための種苗放流へ

を促すとともに︑栽培漁

神奈川水産課は四月︑

の支援や新魚種としてト

トラフグの栽培漁業技術開発も

平成二十六年度主要施策

円︑負担金千二百四十七

九十二万七千円︑雑収入

および当初予算説明会を

資源管理を行なう栽培漁

が大人気でした︒

展示︑タッチングプール

万二千円︑協力金千五百

十七万円でした︒経常経

業について︑当協会と役

管理手法の開

協が行なう種苗放流事業

なっていることから︑漁

湾に四千尾︑荒崎海岸に

横須賀市長井町の小田和

奈川県支部は六月一日︑

︵公財︶日本釣振興会神

町漁協︶がこの日午前九

長・小澤紳一郎氏︵長井

の未来を考える会﹂︵会

して活動している﹁地域

流は︑地域の振興を目指

また︑荒崎海岸での放

と声を掛けて放流して下

きくなって帰って来て︑

るサイズになるので︑大

さんが食べることができ

で四十センチに育ち︑皆

一年で三十センチ︑二年

さらに︑﹁種苗放流後

放流に先立ち協会の今

渡すと︑子どもたちは目

に稚魚が入ったバケツを

渡しリレーで子どもたち

たち︑当協会の職員が手

いる調査や研究の内容を

連日︑大勢の釣り愛好家

横浜で開催されました︒

なとみらい・パシフィコ

二十三日まで︑横浜市み

４﹂は三月二十一日から

ッシングショー２０１

会が主催した﹁国際フィ

︵一社︶日本釣用品工業

協同組合は︑東京湾に生

を訴え︑東京湾遊漁船業

会は︑水産資源の大切さ

紹介︑
︵公財︶
日本釣振興

している事業をパネルで

マダイ種苗の放流を実施

会は︑当協会と連携して

︵一社︶
日本釣用品工業

親子連れなどもいました︒

息する活きた魚を展示し

飲食コーナーには日本

ました︒

﹁まぐろたたき丼﹂を販

で食べられる
﹁まぐろ丼﹂

が用意され︑神奈川県漁

を熱心に聞く人も多く︑

売︑買い求める人が途切

展示された釣具やフィッ

また︑﹁釣りはじめてク

連はワンコインの五百円

ン広場﹂で本物のマス釣

シングボートなどの説明

同ショーは開かれました︒ 各地の海鮮丼︑焼きそば

メーカーなどが出展して

わが国の代表的な釣具

た︒

や家族連れが来場しまし

ていました︒

産生物に触れ歓声を上げ

小さな子どもが生きた水

のタッチングプールでは︑

ニ︑ヤドカリ︑カニなど

れ︑ナマコ︑ヒトデ︑ウ

ど危険な魚の展示も行わ

海魚やヒョウモンダコな

調査の際に採集した深

がいました︒

興味深げに見入る子ども

ギの稚魚が泳ぎ回る姿を

〜八センチに育ったウナ

を与えて一年が経った七

の稚魚や人工ふ化して餌

生まれたばかりのウナギ

を紹介するコーナーでは︑

特に天然ウナギの一生

した︒

費は事業費と管理費を合

また︑県民に多彩な水

割分担して推進すること

集も目指します︒

にしています︒

ラフグの栽培漁業技術開

産物を安定的に供給して

発やアワビ︑マコガレイ︑

いくためには︑漁業者の

開きました︒二十六年度

シャコ︑ナマ

活動基盤である漁協の経

では漁協が収益の柱とし

コなど神奈川

営再建が緊急の課題と

わせて一億五千九百八十

マダイ放流に二千五百

県の重要水産

五万三千円でした︒

二十六万万九千円︑ヒラ

資源の回復と

発を目指した

などへの支援のため﹁水

種苗量産技術開発事業

調査研究を進

の安定を図っ

では六十五万個のサザエ

産業経営改善強化促進事

ていくことに

種苗を生産して配布する

め︑資源の確

なりました︒

ほか︑資源悪化の著しい

業費﹂を補助します︒

栽培漁業関

シャコやアワビなどの資

保と漁業経営

係の主な二十

査研究を行ないます︒さ

六年度事業は︑ 源管理の推進に向けた調

ナマコ種苗生

らに栽培漁業の新対象魚

千尾のヒラメ種苗を放流

時から行なった﹁荒崎海

井利為専務は︑ヒラメは

を輝かせてヒラメ稚魚が

同研究所で行なわれて

メ放流に五百七十四万七

推進に二百七
千円︑ PR

十一万円︑放流効果調査

九十二万一千円︑貝類生

産供給に四千七百五十三

万七千円︑魚類生産供給

に二千八百七十八万四千

円︑斡旋供給に三千五十

四万円︑管理費に千八百

三十三万八千円でした︒

経常増減額は六百五十

七万三千円の赤字でした︒

詳しくは︑神奈川県栽

本財産運用益千百三万七

千円︑特定資産運用益四

培漁業協会のホームペー

産試験に取り

しました︒小田和湾には

岸クリ ー ン フ ェ ス タ ２

さい﹂と話しました︒

などを説明しました︒

活魚運搬車から直接︑荒

０ １４﹂に参加した親子

ジをご覧ください︒

十六万九千円︑賛助会費

六十九万八千円︑事業

日本釣振興会がヒラメ種苗放流

主な収益の内訳は︑基

百二十八万円でした︒

収益合計は︑一億五千三

平成二十五年度の経常

平成２５年度決算

長井︑
荒崎海岸に合計五千尾を

崎海岸では小さな子ども

連れ百八十人が参加して

この後︑釣振興会同支

も参加して放流台を使っ

刺身やムニエルなどで食

放流台を滑って海の中に

部や未来を考える会の人

部に配布したもので︑体

べて非常に美味しい魚で

入っていく様子を見つめ

行ないました︒

て放流しました︒

このヒラメ種苗は当協

長が約六センチの稚魚で

メ種苗は今年三月上旬に

も重視している資源です︒ あること︑放流するヒラ

す︒ヒラメは漁業者が最

生まれた稚魚あること︑

会の種苗供給事業で同支

このため︑同支部が資源

れませんでした︒

三浦縦貫道

朝獲れ鮮魚・水産加工品、刺身や寿司まで直販

国道 号

今年五月九日︑

長井町漁協はＪ

Ａが経営してる

直売所﹁すかな

ごっそ﹂の敷地

内に同漁協の漁

業者が漁獲する

魚介類を直販す

る﹁さかな館﹂

これから︑釣り宿やマリ

ーナ︑釣り具店などにポ

スターの掲示をお願いし

ます︒それらをスマート

フォンで﹁かざして﹂い

ただき︑皆様の募金によ

って水産資源を増やすこ

とができます︒

刺身の盛り合せや専門の

品︑店内の調理室で作る

ビは百グラム千円︑活サ

ック千二百円︑活イセエ

個入りのトコブシは一パ

円︑カマスは二百円︑八

加しています︒アプリケ

て募金﹂のサービスに参

ンクモバイルの﹁かざし

培漁業協会は︑ソフトバ

公益財団法人神奈川県栽

附いただく方法として

や釣り人の方々からご寄

種苗放流資金を広く県民

いきましょう︒

緒につくって

海を皆様と一

よって豊かな

いだくことに

このサービスを利用して

職人が作る握り寿司まで

ザエは百五十円でした︒

ーションをインストール

水産資源培養のため︑

販売し︑多くのお客さん

手造りの地魚を中心と

したスマートフォンを神

をオープンしま

で賑わっています︒

した刺身の盛り合せは一

奈川県栽培漁業協会の事

ぶつ切り︑活イセエビ︑

干し︑トコブシ︑地ダコ

釜揚げシラス︑イワシ丸

付けられない格安の値段

など︑生産者でなければ

円︑海鮮丼は八百七十円

円︑握り寿司は七百五十

とができます︒

﹁かざす﹂と寄付するこ

前に登録された画像を

をインストール

付き自動販売機に︑平成

で設置した九台の寄付金

ジサービス社と﹁自販機

は︑サントリービバレッ

を豊かにするため当協会

神奈川県下の海の資源

横須賀市

事業所︑

川網鵠沼

南平塚ビーチパーク︑堀

業協同組合の事務所︑湘

岩漁業協同組合︑藤沢漁

二十五年度は庄三郎丸︑

いたくことになりました︒

げ料金の一部を寄付して

した方々の協力で買い上

契約書﹂を締結し︑設置

「かざして募金」アプリ

設置に伴う募金に関する

集まりました︒

Google PlayTM から

二十五年度は合計二十二

サービス株式会社の協力

サントリービバレッジ

二十五年度は合計二十二万円超の寄付

九台設置した栽培募金型＊
自動販売機

サザエなどが並んでいま

れていました︒

が喜ばれ︑飛ぶように売

アジは百グラム百五十

した︒

にはアジ︑カマス︑イワ

六月初旬︑
﹁さかな館﹂

海藻などの加工

でなくシラスや

シ︑トビウオなどの鮮魚︑ パック千円から五百八十

した︒鮮魚だけ

稚魚放流
のため
スマホで
募金

万一千四百二円の寄付が

海辺つり

公園︑横

浜ベイサ

イドマリ

ーナの七

カ所に合

計九台を

設置して

いただい

ておりま

す︒

リビエラリゾートシーボニアマリーナ

キスマスター の参加費 の
一部 を協会 に寄付

﹁ラブラブマダイ﹂

当協会に寄付してくれま

した︒

表彰式で同社の渡邊藤

郎副社長は﹁今回も皆さ

んの協力で参加費の一部

を神奈川県栽培漁業協会

寄付を受けた協会の今

リビエラリゾト

井利為専務は﹁このよう

に寄付できました﹂とあ

﹁キスマスター２

な機会を設定し︑寄付し

いさつしました︒

０１４﹂を開催し

ていただき感謝します︒

シーボニアマリー

ました︒七十五艇

ナは五月十八日︑

のヨット・モータ

協会は今後も︑相模湾や

で順位を決め︑優勝した

東京湾が豊かになるよう

のは七・五キロのマダイ

ーボート︑遊漁船

三浦市松輪の棒

を釣り上げた川崎市の浅

二隻がキス釣りを

面丸は今年二月︑

原勉さんで︑受賞者を代

頑張ります﹂とお礼の言

昨年実施した﹁ラ

表し浅原さんは︑協会の

葉を述べました︒

ブ！ラブ！マダイ

鈴木秀雄事務局長代行に

楽しみ︑参加費の

２０１３棒面丸﹂

一部七万五千円を

の表彰式を行ない

寄付を手渡しました︒

源の増大のための

十万円をマダイ資

加費の一部である

産・放流に使わせていた

ます︒マダイの種苗生

は七十五万円に達してい

寄付をしていただき総額

協力で平成二十一年から

鈴木代行は﹁皆さんの

ました︒そして︑

種苗放流に役立て

昨年積み立てた参

てほしい︑と当協

会に寄付してくれ

さつを行ないました︒

だきます﹂とお礼のあい

てくれたサントリービバ

ました︒

釣った魚の重さ

レッジサービス社に感謝

力で︑売り上げの一部が

機を設置している方の協

み物を買うと︑その自販

れている自動販売機で飲

海岸沿いなどに設置さ

せていただけることにな

金﹂のサービスに参加さ

バイルの﹁かざして募

ができるソフトバンクモ

た画像にかざすと︑募金

を当協会が事前に登録し

そして今度は︑スマホ

いたします︒

栽培募金に︑という寄付

りました︒協会の種苗生

編集後記

金付き自販機の平成二十

方々とこの事業を開始し

設置を決めていただいた

しています︒

の一つになるものと期待

十二万円を上回りました︒ 産・放流事業推進の支え

五年度の寄付の総額は二

で今年も寄付

棒面丸

公益
益財
財団
団法
法人
人に
にな
なり
り三
三年
年目
目︑
︑
更な
なる
る栽
栽培
培漁
漁業
業推
推進
進へ
へ
公
更

種苗生産・放流・供給事業を展開し
神奈川県下の水産資源維持増大目指す
これら当協会の中核事
き昨年に引き続きマダイ

当協会は昭和六十一年

そして︑栽培漁業と当
このため︑昨年度から

費

の

百二十万八千円を見込ん

援事業助成金三百

年代別に就業者を多い

いとされる成分

定着する場所は︑無節

増大を支援しようと小田

放流マダイの紹介も

等種苗の増産を図ります︒

を目的に設立され︑今年
協会の活動についての理
公益目的事業安定化基金

理

そ

湾の海洋環境の保全と水

ることが報告され

神奈川県で新規漁業就

平塚市漁協

ました︒試食した

協は一本釣り

は定置網二︑ 業者数が堅実に増えてい

三︑諸磯漁協

平塚市の落合克宏

サザエの分布

石灰藻や付着珪藻のうえ

10000 20000 30000 40000 50000

業である種苗生産・放流
償貸与されていますが︑

で二十八年目を迎えるこ
解と協力が得られるよう
が設置されたことから︑

管

でいます︒事業活動収支

五十六万四千円︑

順にみると︑三十歳代が

十三人と最も多く︑次い

るのは︑雇用募集情報が

それ以降︑このあたりの

サザエは太平洋沿岸で

マダイ放流

に﹁栽培漁業に関する事
産資源の維持増大を図り︑ とにより神奈川県の水産
施設の老朽化等により改

ととなりました︒
に︑漁業者はもとより広

緊急時には実施費用とし

21.75

産資源を豊かにするため

の普及啓発活動を事業の

シラス船曳

は刺網・一本

であること︑東

サザエには角かなくなっ

ヒラメ放流

更に︑施設は県から無

資源の維持増大を図りま
修や取りかえが必要とな

公益財団法人として三
く神奈川県民に対し︑東

て充てることによって事

基本財産

31,949

円となります︒

で四十歳以上十一︑二十

発信しやすくなったこと︑ 市長は﹁おいしい︒

歳代九︑十歳代四人です︒ 釣り 採･介藻

洋大学の太田昌

で︑幼殻ができて︑基質

普及啓発

並びに供給事業を行うこ

漁業の振興と県民生活の
す︒

年目を迎え漁業者等と一
京湾並びに相模湾の海洋

業の安定化を進めてまい

その他

斡 旋 供 給

一つの柱としており︑ま

市の名産に育って

一でした︒

は茨城県以南︑日本海沿

てしまったそうです︒

に付着して匍匐行動を始

子准教授は︑麺を食べた

岸では五島列島から北海

放流効果調査

業を行うことにより︑水

向上に寄与する︒﹂こと

体となって更なる事業を
環境の保全と水産資源を
ります︒

っております︒

展開し︑栽培漁業の推進
豊かに保つ必要性を訴え
るため普及啓発活動を行

き﹁太平洋南海域栽培漁

収入と し て 一 億 四 千 六 百

います︒

また︑昨年度に引き続

に努めてまいります︒
今年度はマダイ︑アワ
当協会の運営について

他県と連携し広域にヒラ

八十九 万 四 千 円 を 見 込 ん

ビ︑クロダイ︑マコガレ
イ︑カサゴ種苗の生産を

は︑漁業経営の不振と遊

メ種苗放流事業を展開し

でいま す ︒

平成 二 十 六 年 度 予 算 は

行い︑東京湾並びに相模

漁者数の減少等から主な

ます︒

業推進協議会﹂において︑

湾への放流︑漁業協同組

収入源である漁業者負担

39.41

平成二十五年度の予算

網一︑刺網

神奈川県漁連が行なって

ほしい﹂と話しました︒

荒磯に生息するサザエ

ウナギの一生をパネル展示

りを体験し歓声を上げる

渡邊副社長から寄付を受けた今井専務(左)

棒面丸から寄付

57,896

た︑種苗生産・供給事業

三十歳まで二十六人とな

り︑七〇％が﹁青年﹂と

人はナトリウムを排出し

ていました︒

増養殖研究所 一般
公開
横須賀庁舎

%
15.8
3.6
1.7
0.6
29.7
18
19.1
11.5

貝類生産

アンドロイドアプリ

iOS アプリ

App Store または

1.43

生 産 供 給

額と比較すると百六十六

一︑大磯町

いる﹁漁業担い手確保・

県水産技術センターの

ヒラメ種苗の成長の様子

【所在地】横須賀市長井１−１５−１５

1.74

2,097

万七千円の減となります︒ を展開するためにも︑こ

育成対策事業﹂などの成

和湾に放流しました︒

【アクセス】車だと、三浦縦貫道路「林」出口より国道134号線
に出て左折、道なりに進んで約３分です。
電車・バスだと、京浜急行「三崎口」駅より京急バスの「横須
賀駅」方面行きに乗り「小根岸」バス停下車、徒歩約1分です。

2,563

効 果 調 査

のような重油の漂着は

相模湾の長井町漁協は 漁協は定置網五︑二宮町
刺網一︑シラス船曳網一︑ 漁協は定置網一︑小田原

めます︒︵つづく︶

すかなごっそ

P R 推 進

詳しくは神奈川県栽培

いってもよい年代の人た

道南部沿岸まで︑朝鮮半

小根岸

3.61

﹁あってはならないこ

は棘があり︑波静かな場

荒崎入口

5,299

漁業協会ホームページを

たなどと報告しました︒

三浦縦貫道林入口

支出

魚類生産

佐島朝市

米山健所長は﹁アカモク

長井町漁協直営の

小田和湾

神奈川県水産課主要施策・予算説明会

14.37

ヒラメ放流

差額は六百七十七万四千

負担金千二百五十

六万円︑協力金等

一千五百九十三万

五千円︑雑収入二

十五万円を予定し

ています︒

事業活動支出は

果とみられています︒

林交差点

斡旋供給

千 円
25269
5747
2717
921
47537
28784
30540
18338
159853

0

3,564

負 担 金

種苗供給

市漁協は採介藻一︑岩漁

国際フィッシングショー開く

事業収益は１億９００万円強

管理費

科 目
マダイ放流
ヒラメ放流
普及啓発
放流効果調査
貝類生産
魚類生産
斡旋供給
管理費
合計

ヒラメ稚 魚 を 放 流

（４）

第9 8 号

さ い ば い ニ ュ ー ス

2 014 年（平成 26年）７月１日

この魚は何ですか?

（２）

第9 8 号

さ い ば い ニ ュ ー ス

2014 年（平成 26年）７月１日

平成27年３月までに策定

横須賀市大楠漁協は一本

「花まつも麺」

21,108

計

割合(%)

額

金

目

項

1.7

250

収

1

146,894

計

支出(千円)

26年度予算

26年度支出予算

見て、学び
魚を食べて

平塚市の名産に

補助金等

15,000個

※ソフトバンクのスマホ以外は、
クレジットカードでのお支払い
となるため、クレジットカード
番号の入力が必要です。

栽培募金型自販機

合を始めとする水産団体

種苗生産

ちでした︒

30代 13名など37名

69.69

15, 000個

潮騒

と﹂です︒

平成25年度新規漁業就業者

4.77

102,384

11,000尾

マダイ放流

生産供給
39％

700

業

11, 000尾

斡旋供給 146,894 千円
22％

費

事

14,500尾

効果 1.4%

会
負担金 ９％

15, 000尾

PR 1.7%

3.83

152,800尾

管理費
13％

563

150, 000尾

マダイ放流
14%
ヒラメ放流 3.6％
4.6％

ご覧ください︒

ソレイユの丘入口

至 三崎

長井

JA長井支店

「すかなごっそ さかな館」

134

自衛隊武山駐屯地

その一方︑事業の執行

9,300尾

シリーズ㉙

朝市・直販所めぐり

至 逗子

海洋科学高校 文

金や遊漁船業者等協力金

10, 000尾

雑

一億四千百二十万

６年連続３０名を上回る

への供給を行います︒さ

73,300尾

事業
７０％

7.47
特定資産

17,500尾

ナ マ コ （20㎜）

については︑経費の見直

374,450尾

70, 000尾

146,894 千円

10,938

20, 000尾

カワハ ギ （50㎜）

は減少傾向にあり︑種苗

350, 000尾

補助金費 ２％

基本財産

800尾

トラフグ （50㎜）

らに業界の強い要望であ

マ ダ イ （70㎜）

７％

割合(%)
額
金
目
項

3, 000尾

カ サ ゴ （60㎜）

しを行い︑効率的な協会

17,176個

協力金
11％

8,200尾

メ バ ル （60㎜）

供給数も不安定ながら関

56,600個

20, 000個

＊ト コ ブ シ （ 大 型 ）

194,666尾

＊ヒ ラ メ （ 大 型 ）

るヒラメ種苗などの種苗

50, 000個

カ サ ゴ （60㎜）

事 業 計 画

運営に努めます

トコブ シ （15㎜）

クロ ダイ （60㎜）

平成26年度

係団体等の協力をいただ

352,352個

サ ザ エ （20㎜）

漁業者直販が大人気のさかな館

話】０４６−８５６−２７１４

【電

200, 000個
（30㎜）

さ い ば い ニ ュ ー ス

2 014 年（平成 26年）７月１日

（３）

37,000個

〃

会費・雑収入 0.5％

収入(千円)

26年度予算
26年度収入予算

40, 000個
（25㎜）

15, 000尾

マコガレイ （ 4 0 ㎜ ）

事業収入１億２３８万円余り見込む
30,000個

297,650個

〃

190, 000尾

ヒ ラ メ （60㎜）

平成26年度予算
30, 000個

300, 000個
5㎜）
ア ワ ビ （

26年度（計画） 25年度（実績）
種苗名（サイズ）
事業名

〒238-0237
神奈川県三浦市三崎町
城ヶ島養老子
発行所

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

ス
ー
ュ
ニ
No.98

を入手し放流します︒

業界の要望が強いヒラメ種苗を放流

神奈川県栽培漁業協会

公益財団法人

さいばい

第9 8 号

さ い ば い ニ ュ ー ス
2 014 年（平成 26年）７月１日
（１）

