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鷲醸嚢麟麟麟難 

『線り繰 ￥パ葺「ミ」恭添孫購ミ難鱗ミ之敏」葬鑓 

ヒメマスが生息する代表的な湖というと、支坊湖、 

十和田湖、中禅寺湖をあげることができるが、稚魚の

ふ化放流→親魚の回帰→人工採卵というサイクルを完

結できる湖がきわめて少いこともあって、この三湖は

種苗の供給基地としても特に重要な役割を果している。 

しかし、増殖上の手だてを十分つくしているこれら

の湖でも、放流場所に回帰して再捕される親魚の数は

年によって大きく変動することが多く、放流用種苗の

安定的確保という点ではまだ問題が残されているとい

える。 

変動が大きいのは親魚の回帰数だけでなく、親魚の

大きさについても認められるが、後者についてはヒメ

マスの現存量と餌料生物の量的関係で説明されること

が多いようである。 

「餌料生物の量に比べて魚の現存量が多すぎると、 

個体当りの餌の量が少くなるために魚が小型になる」 

という説明は理解しやすいし、それが当てはまる場合

も少なくないと思われる。しかし、ヒメマスの例をみ

ると親魚が多数回帰した年が、いつも小型であるとは

限らないし、年によっては例年より大型のことさえあ

って、餌の量との関係だけでは説明できない年がある

ことも事実である。 

また、平均体重の変動が大きすぎるのも気になる点

である。例えば十和田湖の場合、1972年から1980年ま

での間でも、親魚の平均体重（ g）が、 602, 458. 260. 

210, 457, 452. 497, 266, 370と変化していて、親魚

が小型の年は大型の年の％ほどの大きさしかない。こ

このヒメマスが 4-,-5年かかって成熟することを思う

と、どの個体の場合も成熟するまでの間には親魚が大

型だった年のどれかを経験していることになる。した

がって、特定の年級群だけが極端に小型になるという

ことは起こり得ないはずだが、実際には前述のような

変動となって現われている。 

親魚の年令組成に違いがあるのではないかという点

については、年令の調査があまり実施されていないこ

ともあって、よくわからなかった。 

このようなことが契機となって、その一部を飼育実

験で確認しながら十和田湖のヒメマスを調べるという

一連の研究が始まったわけである。 

当初から気になっていた年令については、産卵親魚

では鱗の吸収が著しくて正確な査定ができないことが

わかったので、その年に成熟するかしないかの判定が

できてしかも鱗に成熟の影響が出ない時期である 7月  

の魚で調査を実施した。そして、1976年から1979年の 

4 年にわたる調査で、まず、大型の親魚が高令魚で、 

小型の親魚が若令魚であることを確認した。 

このように高令魚が大型である例はサケでも認めら

れ、回帰親魚について調べると例外なく認められるこ

とが判る。 

「高令魚ほど大型である」というと当り前のことの

ように聞こえるが、何故そうなるかにてル・ては、ニジ

マスと違って成熟すると死亡するヒメマスやサケで説

明するのは難しい。 

ところで、ヒメマスの飼育実験では、餌を多く与え

て成長を速めた群ほど大型になり生後 2 年目に成熟す

る個体が多く出現すること、そして成熟するのは群の

中の大型個体であることが明らかになった。「成長の

良い大型個体が成熟する」というのも当り前のことか

もしれないが、判断の決め手になる場合があるのでヒ

メマスについても確認しておく必要があった。 

成長の良い大型個体が成熟したということは、成熟

するためにはある大きさが必要なことを示したもので、 

成熟しないものはその大きさに達しない個体と考える

ことができた。 

十和田湖の大型親魚の場合も、回帰の 1年前は成熟

しなかった魚であるから、その時にはある大きさに達

していなかったことは間違いない。そこで、ある大き

さというのはどの位かということが問題になるが、こ

の点についてはほとんどわかっていなかった。ただ、 

十和田湖の例でみると、親魚の平均体重が200g に近

い年が過去に何回かあるので、この大きさに達すれば

成熟するのではないかということから、200 g を一応

の目安と考えることができた。 

しかし、このような目安も、実際に当てはめて考え

ると矛盾する点もあって疑問が残った。 

例えば、もしそのことが正しいとすれば、600gの

大型親魚の例で考えると、この個体は 1年前に200 g 

になっていないために成熟しなかったということにな

る。成熟までの残りの 1年間でいきなり600 g に成長

するということが考えられないわけではないが、十和

田湖では、 4 年もかかって200g になる例があること

を思うと不自然の感はまぬがれない。 

そこで、この疑問を解くために十和田湖で採捕した 

786尾について、鱗の年輪からの計算で、個体別に年

令ごとの成長を調査した。この結果、成熟前の 1年間

にそのような極端な成長を示したものは、 1個体もな

いことが明らかになった。そして、この600gの大型 

」 
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親魚は、1年前には200gどころか、すでに350g前後

に達していたことや、十和田湖には、このように200 

g以上になっていながら成熟しない個体がかなりいる

ことも明らかになった。 

ここで、今度は成熟個体以上に成長していながら何

故成熟しないのかという新たな疑問にぶつかったので

ある。 

一方、飼育実験の方は順調に進み、いくつかの新し

い結果が得られていた。 

そのーつは、小型の未成魚が1年後に大型の成熟魚

の大きさを越えるという結果である。それは成熟した

大型個体が成熟後死亡するのに対して、小型で成熟で

きなかった個体が、次の産卵期まで成長し続けるため

であった。飼育実験の場合、 2年目の成熟魚の平均体

重は400gであったが、この時成熟できなかった小型

個体は、翌年その2.5倍のi,000gにも達し成熟した。 

r
ー、、 	生後 3年目の場合でも、成長のよくない小型個体が 

、‘ 成熟しない点は 2年目と同じであるが、興味深いのは、 

成熟しないそれらの個体が、 2年目に成熟した個体の

大きさを越えているのに、成熟しない点である。 

成熟年令によって、成熟魚の大きさが変わることは、 

高令魚ほど大型であるという親魚の調査結果でも明ら

かであるが、このことは、成熟できない魚側からの調

査によっても裏付けることが出来た。この大きさは成

熟個体の1年前の体長を調べることで確認できるが、 

鱗の調査からも、高令魚になるほど、かなりの大きさ

に達していても成熟しないことが、明らかになった。 

これらのことから、ヒメマスの場合、成熟に必要な

大きさは一定ではなく、成熟年令が遅れるほどその大

きさが大型になることが明らかになった。 

そして、＋和田湖の親魚の大きさが年によって変動

するのは、大型の高令魚の割合、すなわち、年令組成

が年によって変わるためであること、更に若令で成熟

した小型親魚が実は成長の良い個体で、大型親魚は、 

成長が良くないために成熟が遅れた高令魚であること 

が明らかになったのである。 	（増殖部長） 

北海道沿岸域でのホタテガイ種苗放流は昭和11年 

(1936年）以来50年近くにわたり行われてきましたが、 

大規模な放流事業が行われはじめたのは天然採苗が比

較的安定し中間育成技術も開発された昭和40年代なか

ば以降のことのようで、この時期から約20年が経過し

ています。北海道の主なホタテガイ漁場について昭和 

45年採苗以降の種苗放流数と昭和49年以降の漁獲量を

対応させた図を作ってみました。このような図は内部

資料のようなものを除くとおそらく不思議なことにも

本邦初公開でありましょう。図中の数字は漁獲の年次 

（西暦）で、また種苗放流数は漁獲年から 4年前の採

苗年次のものに対応させました。なお、種苗放流数は

関係する各漁業協同組合、各水産技術普及指導所、各

支庁および各水産試験場の好意と協力により収集した

資料を整理した結果であり、また漁獲量は農林水産省

の漁業養殖業生産統計年報からで地まき放流による増

殖生産のほかに天然の生産が加わった（養殖を除く） 

値です。この天然と増殖を仕分けることは現在までの

ところ資料がなく不可能です。従って、この図は放流

されたホタテガイ種苗が 4年貝となった年次のその地

域での複数年級群を対象とした天然および増殖ホタテ

ガイの漁獲量を「単純」に放流数と対比してみたもの

です。例えば、昭和53年（1978年）に採苗された種苗

が北海道全体で9億 2千万粒（個体）放流されたとい

うことに昭和57年（1982年）の漁獲統計値の 8万 5千

トンを対応させて図示してみたものです。 
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図 北海道のホタテガイ種苗放流数と漁獲量の対比 

（図中の数字は漁獲年次［西暦］、放流数はこ

の 4年前の採苗年次のものに対応させた） 

さて、もしも何の予備的な情報もまた図に関する説

明もなしにこの図を単純に解釈したとすると、おそら

く北海道のオホーツク海沿岸のとくに宗谷地域ではホ

タテガイの種苗放流効果は抜群に高いということにな

るでしょう。「蒔いたものを獲る」という狭い意味で 
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の放流効果という見方をすればこの解釈は正しくはな

いが、もっと広くかつ未解明の領域まで含めた意味で

はこの解釈は正しいとされるかも知れません。ここで、 

前述のような図に関する説明と各地域の特性に関する

若干の情報を加味した上であらためて図を見なおすと

次のような解釈となることでしょう。つまり、この図

はおおざっぱに見れば網走地域などのオホーツク海沿

岸のホタテガイ増殖事業の成功を間接的に示すものの

ひとつとなるかも知れない。しかし、このオホーツク

海沿岸地域のなかでも海域によって漁獲物に占める天

然と増殖の比率が異なることなど生産の内容が違う訳

で、まずこうした解析もなしに単純に片付けることは

できない。さらに、基本的にこの図は単に放流数と漁

獲量を対比させた以外に深い意味はないのであり、こ

の図だけからでは正しい解釈の出ようがないというこ

とにもなるであろう。もっと極論すれば単に混乱を招

くだけの図であるということにまでなってしまうかも

知れない。これを各漁業協同組合別にみてもおそらく

同様のことになると思われます。結局、もう少し内容 

のある解析がほしいものだということになるでしょう。 

しかしながら、現在までの北海道のホタテガイ増殖

に関するマクロな情報のレベルは残念ながらこの図の

ようなもので、これ以上のものは「とりまとめ」られ

ていないのが現状です。各地域での個別の情報はかな

り蓄積されているようですが、それらは皆さんに手軽

に利用されたり参考にされるような形ではとりまとめ

られていないようです。従って、この図を出発点とし

て情報の整理や解析をすすめることも行わなければな

らない実情にあります。こうした非常に初歩的な現状

把握の作業はホタテガイ産業を考える上で必要不可欠

のことで、今後早急に取り組まれなければならないこ

とだと思います。そして、今回示したような不完全な

図からでも正しい考察を導けるようになりたいものだ

と夢見ている昨今です。こうした思いは私ひとりだけ

ではなくホタテガイ産業にかかわる人々に共通のもの

でありましょう。 

（増殖部 魚介類研究室） 

北海道オホーツク海沿岸域で最大のホタテ生産地である浜鬼志別港の猿払村漁業協同組合のホタテ 

漁船団（1984年夏） 

数豪譲 

60. 1. 18夜のNHK・TVで減船問願が取上げら

れ、釧路の北転船と江差の日本海ます流網漁船を中心

に、漁民の苦悩が語られました。それは船を経営して

いた者も、それに乗組んでいた者にとっても地獄の思

いであり、200海里規制をもろに受けて行先を見失い

がちな日本水産業の犠牲とも考えられ、水産行政の末

端に身を置く一人として胸の傷む一刻でした。と共に

減反に端ぐ農業の姿をオーバーラップさせて、食糧自

給の前途に肌寒さを覚えましたが、戦後の飢えを体験

した焼け跡派の共通の想いではないでしょうか。 

転勤してきて間もなく、所内で目にした印刷物の中

に「漁船漁業の再編整備を迎えているが、この実態に

ついて幾分かの反省が必要ではないか。漁業者の傷み

は私共の傷みでもある。漁業が傾いているのに漁業研

究だけが栄えるわけにはいかない」 との倉田所長の某

所での挨拶がありました。私は此の言葉を、前記のT 

Vを見ながら思い出したのです。水産研究のバックボ  

ーンではなかろうか、と感じ入りました。 

私の前任官署は北海道さけますふ化場ですが、ここ

は明治21年道庁初代の水産課長伊藤一隆の卓見により

開設され、爾来さけます資源の増大再生産に努めてい

ます。従って事業成績の推移は関係漁民の死活に関わ

る問題となり、密接な協力を得て運営しています。 9 

月からの漁期に入ると、各定置・各河川の漁模様に場

員も神経を尖らせ、種卵確保に当り、稚魚放流計画を

練る等、各漁協との対応に懸命でした。こうして 

2,000万尾の資源が造られ、さけ漁業は投機性を脱し

たのです。 

今、漁業は栽培漁業、管理型漁業への転換を強いら

れ、前浜資源を模索し技術開発を待ち望んでいること

でしょう。産業研究の一端を担う当所も、夫々の研究

員諸氏がかかる漁民の熱い期待を背に研究を続けてい

ることでしょうが、さけ定置が安定した漁業になった

様に、漁民の傷みが少しでも和らぎ、解消する方途が

確立する様に、その為の研究環境とは何か、事務屋の

役割りを問い直していきたいと思います。 

（庶務課長） 
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北光丸船長 

津田喜三郎氏の退官 

北水研所属調査船北光丸の津田船長は、昭和60年 

1月1日付をもって定年退官されました。 

津田氏は、昭和20年 3 月北水研の前身である北海道

水産試験場に奉職して以来、探海丸、東光丸、白萩丸

に乗船、昭和51年には船長として新・旧北光丸の交代

を見守るなど、39年余にわたり活躍され、この間、北

海道近海の漁業資源調査、海洋観測のための調査船の

運航、近年においては北洋海域を主舞台に漁業取締や、 

漁業調査および海洋調査に従事されました。 

濃霧で視界のきかぬ北洋さけ・ます調査や、荒天の

多しュ1ヒの海での船長としての任務は、並々ならぬ精神  

力と沈着な判断が要求され、また、船という特殊な社

会の中で、船員の和をはかり、統ー的に仕事をすすめ

るには人柄の誠実性と信頼性がなくてはなかなか務ま

るものではないと考えます。 

しかし、庁歴の長い津田氏は、その豊富な知識と、 

頑なまでの責任感を持って、重職をはたされ、後輩の

指導を行ってこられました。この間、事故もなく、無

事定年を迎えられたが、北洋の海に精通している船長

が去られることは北水研としても、極めて残念なこと

でありました。 

今後は、陸上で御仕事につかれるようであるが、い

つまでもお元気で、第 2 の人生においても持前の努力

で御活躍されることを心より祈念するものである。 

昭和60年度北水研調査船運航計画（案） 
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太平片

北水可 

但州丸

調査名 

海 	域 

担当水研 

2 10 

底序 

東北． 

」l 

(70) 

t資源調査 

化海道周込

ニ水研 

1 

北鳳丸

調査名 

海 	域 

担当水研 

20 14 

スケ 

65) 

、ウダラ資l 

太平洋

北水研 

臣調査 
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研究談話会 

第 6 回 

日時】昭和59年 9月13日14時20分～ 

話題提供 

航空機による漁海況調査（ 8niin映写） 

	 小川 義司（水産航空KK) 

伊部 誠一（ 

第 7 回 

日時】昭和59年9月26日13時30分～ 

話題提供 

ホタテガイの外海採苗と環境について 

	 伊藤 博 

第 8 回 

1． 日時】昭和59年10月5日15時30分～ 

2． 話題提供 

海藻の生活史と核相 

	薮 黒 

（北大水産学部・助教授） 

第 9 回 

1. 日時】昭和60年 2月4 日15時～ 

2. 話題提供 

H） ナガコンブ再生時における新葉及び旧葉部

の窒素栄養吸収について 

	 町口 裕二 

三本菅善昭 

同 ニジマスの産卵期の変動要因について 

	 加藤 禎一 

会議情報 

昭手059年度沿岸域漁業管理適正化方式開発調査

第1回オホーツク沿岸域漁業管理方式検討会 

日時：昭和59年10月30日因10時～17時 

場所】釧路市商工会館 

主催：日本水産資源保護協会 

議題 

1. 59年度事業推進に関する検討経過の概要（保 

護協会） 

2． 会長選出 

3， 本海域検討会の基本計画及び年次計画につい 

て  

(1）現在までの本海域における経過の概要（道 

庁） 

(2）第1回作業部会報告 

① 資源部会（稚内水試阿部部長） 

② 漁業部会（網走水試田中部長） 

③経営部会（北大水・鈴木教授） 

(3） モデル作成に係る検討事項 

①パーソナルコンピューター関係 

② 各系別モデル作成の推進について 

③ 総合管理システムの基本構想とその推進 

方法について 

(4) 59年度の検討結果のまとめと報告書の作成 

に係る問題点の摘出と検討（今後のスケージ 

ュールを含む） 

4． その他 

参加機関：日本水産資源保護協会、猿払漁協、北大

水産学部、道水産部、稚内水試、網走水試、釧路

西部地区水産技術普及指導所、根室地区水産技術

普及指導所、北水研 

昭手ロ59年度太平洋イ力類資源評価検討会議および

昭禾ロ59年度第2回太平洋イ力長期漁海況予報会議 

日時【昭和59年9月19日困 '20日困 

場所】釧路市商工会館 

議題 

昭和59年度太平洋ィカ類資源評価検討会議 

1. 200カイリ水域内資源調査経過報告 

2. 58年度スルメイカ、アカイカの資源評価に関

する討議 

3． 漁況予測の方法に関する討議 

4． その他 

昭和59年度第2回太平洋イカ長期漁海況予報会議 

1. 第1回予報と実況について 

2． 海況の経過と現状について 

3． 漁況の経過と現状について 

4 予報案の作成、検討、採択 

5 その他 

参加機関：水産庁資源課、沖合課、釧路水試、網走

水試、函館水試、青森県水試、岩手県水試、宮城

県水試、茨城県水試、海洋水産資源開発センター、 

漁業情報サービスセンター 

漁場形成予測システム開発事業道東専門グループ会議 

日時：昭和59年12月17日旧） 

場所】北海道区水産所究所会議室 

主催：漁業情報サービスセンター 

議題 

1. 漁場形成予測システム開発事業実施の経過報 

1.  

2.  

1.  

2.  
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出 
口 

2‘ 本年度の海洋及び魚種別の経過の整理と予測

上の問題点の検討 

3． 検討課題につき今後の進め方 

4） その他 

参加機関】漁業情報サービスセンター、北海道さば

旋網漁業生産調整組合、釧路水試、北水研 

スケトウダラ新規加入量資源調査会議 

日時：昭和59年12月18-49日 

場所】北海道区水産研究所会議室 

議題 

1） 昭和59年度スケトウダラ新規加入量 

資源調査実施計画にてル・て 

1） この調査についての北水研の考え方 

2） この調査によって得られた現在までの知見

① 冬季卵分布調査 

② 春季稚仔魚分布調査 

③ 羅臼を根拠とした根室海峡卵調査 

3） この調査の今後の方向と位置付け 

4) 60年度調査の計画 

2. 昭和59年度の漁海況の特徴 

3．資源評価方法について 

4. 羅臼調査の今後の実行計画 

5， その他 

参加機関】羅臼漁協、中央水試、函館水試、室蘭支 

場、稚内水試、網走水試、釧路水試、北水研 

第 7 回北海道区ブロック場所長会議 

日時：昭和59年 6 月15日岡 

会場：釧路市東急イン会議室 

議題 

1， 重点的試験研究課題の58年度成果と59年度計 

画および新規課題等の紹介 

2． 試験研究の推進について（意見交換） 

3． その他 

参加者】道立中央水試内藤場長、釧路水試田沢場長、 

函館水試辻敏場長、稚内水試坂本場長、網走水試

辻働場長、栽培漁業総合センター岩間場長、道立

水産解化場水野場長、長内副場長、北海道さけ・

ますふ化場九鬼場長・小林調査課長、北水研倉田

所長・飯塚企連室長・新谷資源部長・井上海洋部

長・白旗増殖部長・境庶務係長 

→業 績 情 報●― 

加藤 禎一】水産分野におけるバイオテクノロジーの

応用。プロメテウス、41, 1984 (B. 423) 
和田 時夫、入江 隆彦：1984年、道東沿岸域におけ

るマイワシ幼魚の出現について。水産海洋研究会

報 , 46, 1984 (B.424) 

入江 隆彦】沿岸域におけるサケ稚魚の生態について。 

水産技術と経営、30 (10), 1984 (B.425) 

Sanbonsuga,Y. : Mitosis in the gametophytes and 

young sporophytes of Macrocystis angustzfolia 
Bory. 藻類、 33 (1), 1985 (B .427) 

加藤 禎ー】水産におけるバイオテクノロジーの研究

について①。水産の研究、3 (4), 1984, 
(B .429) 

加藤 禎一】水産におけるバイオテクノロジーの研究

について②。水産の研究、3 (5), 1984 
(B.430) 

加藤 禎一：放流種苗としてのサクラマス。水産の研

究。 3 (6), 1984 (B.431) 
Nakamura , Y . 】 In vitro absorption of inorganic 

phosphate and other electrolytes in the carp 
intestine .Comp . Biochem . Physiol . 80 A (1), 
1985 (B.433) 

藤井 浄：海況に関する調査。昭和58年度根室海域

におけるホタテガイ外海採苗事業安定化のための

基礎調査報告書、根室管内ホタテガイ採苗検討会。 

1984 (C.551) 
伊藤 博、荻島 隆】気象衛星画像からみたホタ

テガイ採苗時期の海況。同上。1984 (B.552) 
大迫 正尚、藤井 浄、国広 靖志】1982, 1983年

の襟裳以西水域におけるスケトウダラ卵・稚仔調

査について。昭和58年度漁業資源研究会議、北日

本底魚部会会議報告。1984 (C.553) 
村田 守】太平洋海域におけるスルメイカの補給過

程に関する研究の現状と問題点。1983年度漁業資

源研究会議第16回浮魚部会報告、1984 (C.554) 
伊藤 博【北海道のホタテガィ種苗放流の概要。北

水研ニュース、31。 1984 (C.555) 

伊藤 博：北海道のホタテガイ天然採苗をめぐる近

況。北水研ニュース、31。 1984 (C.556) 
町口 裕ニ】貝殻島コンブ漁。北水研ニュース、31。 

1984 (C.557) 
杉山 元彦】異体類の白化防除技術開発研究のひとつ

の作業仮設。漁政の窓、研究ノート、172, 1984 
(C .558) 
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度化調査）出港、和田技官乗船、24日まで。 

北水研日誌 9. 16 磯焼対策調査のため三本菅室長函館へ出張、 

20日まで。 

8.2 北海道水産部漁政課若林主幹来所。 第 7 回日ソ漁委及び日ソ・ソ日漁業暫定協定 

8. 6 ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任 交渉事前資源検討会出席のため小林主任研究 

研究官標津へ出張、10日まで。 官東京へ出張、18日まで。 

8. 7 遠洋水産研究所石田技官来所。 	 9. 17 太平洋イカ長期漁海況予報会識。 

北海道教育庁実習船管理局武田主事来所。 農林水産技術会議事務局整備課山口係長、鈴 

8. 8 サケ・マス売払のため小間課長補佐函館へ出 木事務官来所。 

張、11日まで。 	 9.18 昭和59年度北海道電力開知内発電所前面海域 

8. 22 近海生物放射能調査のため井上海洋部長、久 モニタリング検討会出席のため井上海洋部長 

保、佐藤主任研究官羅臼へ出張、23日まで。 札幌へ出張、20日まで。 

ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明の 昭和59年度電子計算機共同利用北海道地域運 

ため三本菅室長、伊藤主任研究官、町口・矢野技 営協議会出席のため伊藤主任研究官札幌へ出 

官羅臼へ出張、23日まで。 張、 20日まで。 

北光丸第 4 次航海（漁業資源評価システム高 	9. 19 200カイリ水域内漁業資源調査のため金丸主 

度化調査）出港、藤井室長乗船、9月14日まで。 任研究官尾岱沼へ出張。 

水産庁振興部沿岸課清水課長補佐・本間技官 ラッコ輸入にかかる水族館の施設等の現状確 

来所。北海道国際漁業課平間氏来所。 認のため阿部技官小樽へ出張。 

釧路支庁水産課北田氏来所。 	 9. 21 ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明の 

8. 24 第1回トロール漁船操業影響調査研究実行委 ため三本菅室長、町口技官羅臼へ出張、22日ま 

員会出席のため新谷資源部長、井上海洋部長 で。 

札幌へ出張、25日まで。 	 9. 24 ズワイガニ資源調査のため大迫室長紋別へ出 

探海丸第 7 次（漁業資源評価システム高度化 張、27日まで。 

調査）出港、和田技官乗船、31日まで。 	 9.26 佐野水産庁長官来所。 

8. 28 昭和59年度北海道周辺水域の底魚類の資源評 	9. 28 留萌漁業協同組合石岡組合長来所。 

価検討会、29日まで。 	 10. 1 ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明の 

水産庁資源課丹羽調査官、日本海区水産研究 ため三本菅室長、町口技官積丹へ出張、4日ま 

所田中室長来所。 でo 

8. 	29 8.29 農林水産大臣官房松下経理課長来所。 ホッキガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任 

8. 31 8.31 沿岸漁業適正化開発調査担当者会議出席のた 研究官別海へ出張、 3 日まで。 

め大迫室長・入江主任研究官札幌へ出張、9 月 北光丸第 5 次航海（漁業資源評価システム高 

1日まで。 度化調査）出港、和田技官乗船、12日まで。 

9. 3 9. 3 北海道大学おしょろ丸藤井船長来所。 探海丸第 9 次航海（道東海域暖水漁場調査） 

北海道大学水産学部簸助教授招へい研究のた 出港、藤井室長、荻島技官乗船、25日まで。 

め来所、10月 9 日まで。 北海道教育大学長谷川教授来所。 

10. 9. 	4 9.4 昭和59年度人工礁検討会出席のため新宮室長 
2 昭和59年度自家用電気主任技術者会議出席の 

和歌山へ出張、 7 日まで。 
ため小林技官千歳へ出張、 4 日まで。 

10. 9. 	10 9.10 昭和59年度給与実務担当者研修会出席のため 
5 青森県佐井村石沢村長、村会議員来所。 

10. 
竹谷事務官札幌へ出張、14日まで。 

7 昭和59年度第 2 回サンマ漁海況予報会議出席 

のため北片室長塩釜へ出張、10日まで。 
東海区水産研究所近藤海洋部長来所。 

10. 8 200カイリ水域内漁業資源調査のため小林主 

9. 11 昭和59年度オホーツク海域のサンマ海況予報 任研究官絞別・稚内・網走へ出張、11日まで。 

会議出席のため北片室長網走へ出張、13日ま 	10. 11 富山県海洋総合利用研究会議水産部会出席の 

でo ため加藤増殖部長富山へ出張、13日まて％ 

9. 13 東海区水産研究所原技官来所。 ホタテガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任 

水産航空KK小川・伊部氏来所。 研究官・矢野技官標津へ出張、13日まで。 

9. 14 東海区水産研究所鈴木主任研究官来所。 	 10. 12 青森県佐井村漁業協同組合川畑組合長他32名 

蒼鷹丸山中船長来所。 来所。 

9. 15 探海丸第 8 次航海（漁業資源評価システム高 	10. 14 所長会議出席のため倉田所長越後湯沢・新 
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潟・東京へ出張、18日まで。 

漁業に関する日ソ科学技術協力協定に基づく

サンマ・サバ・マイワシ及びスケトウダラ協

同研究会議出席のため小林主任研究官ナホト

カへ出張、27日まで。 

昭禾ロ59年度電子計算機プログラミング研修の

ため町口技官谷田部へ出張、20日まで。 

10. 15 ズワイガニ資源調査のため大迫室長稚内へ出

張、19日まで。 

北海道食糧事務所横野係長・宗宮技官来所。 

10. 16 大規模砂泥域開発調査打合せ及び第 6 回増養

殖場造成事業報告会出席のため加藤増殖部長

東京・博多へ出張、18日まで。 

青森県風間浦村漁業協同組合組合員18名来所。 

10. 18 根室地区水産技術普及指導所後所長来所。 

農林水産省統計情報部水産統計課木下技官来

所。 

10. 23 天然資源の開発利用に関する日米会議水産増

養殖専門部会出席のため伊藤主任研究官伊勢

へ出張、25日まで。 

10. 25 労務管理のため小間課長補佐余市へ出張、26 
日まで。 

10. 28 巡回教室の講師のため加藤増殖部長横浜へ出

張、30日まで。 

近海生物放射能調査担当者会議出席のため久 

保主任研究官長崎へ出張、31日まで。 

10. 29 底魚類の資源構造に関する研究のため金丸・

入江主任研究官羅臼へ出張。 

10. 30 水産庁及び農林水産技術会議企画連絡室長会

議出席のため飯塚企画連絡室長東京へ出張、 

11月 2 日まで。 

青森県大間漁業協同組合浜端組合長来所。 

11. 1 北光丸第 6 次航海（日本海北部水域漁業資源

評価システム高度化調査及び道東太平洋幼稚

魚調査）出港、加賀主任研究官乗船、25日まで。 

荻島技官国内留学のため東海大学へ、60年 2 
月28日まて％ 

11. 5 第14回施設関係担当者会議出席のため毛利係

長栃木県西那須へ出張、 9 日まで。 

n.6 海域総合開発年次別検討会出席のため飯塚企

画連絡室長秋田へ出張、 7 日まで。 

生物資源の効率的利用技術の開発に関する総

合研究のため三本菅室長・町口技官羅臼へ出

張、 7 日まで。 

1L 7 200カイリ水域内漁業資源調査打合せのため

倉田所長東京へ出張、 9 日まで。 

n.8 沿岸漁業適正化開発調査会議打合せのため大

迫室長・入江主任研究官網走へ出張。 

n.9 ホッキガイ漁場造成調査指導のため伊藤主任

研究官別海へ出張、11日まで。 

11. 12 昭和59年度農林水産省試験研究機関管理職員

研修のため井上海洋部長・加藤増殖部長東京

へ出張、16日まで。 

11. 13 朝日町宿舎用地引継ぎ立合いのため小間課長

補佐余市へ出張、15日まで。 

トロール漁船操業影響調査研究専門部会出席

のため新谷資源部長札幌へ出張、14日まで。 

11. 15 北海道大学理学部坂井教授来所。 

11. 19 資源海洋部長会議出席のため新谷資源部長・

井上海洋部長東京へ出張、22日まで。 

11. 26 第 2 回沿岸漁場整備開発事業構造物設計指針

協議会出席のため倉田所長東京へ出張、28日
まで。 

11. 27 昭和59年度水産庁研究所庶務会計事務担当者

会議のため境・平松係長、小関事務官東京へ

出張、29日まで。 

昭和59年度共済組合事務担当者会議出席のた 

め米岡事務官札幌へ出張、29日まで。 

第67回GSK委員会出席のため藤井室長・小 

林主任研究官仙台へ出張、29日まで。 

200カイリ水域内漁業資源調査のため金丸主

任研究官尾岱沼へ出張。 

11. 28 GSK浮魚部会出席のため村田・佐藤主任研

究官仙台へ出張、12月1日まで。 

11. 29 海岸構造物活用による浅海域開発整備事業推

進調査のため倉田所長厚岸へ出張、30日まで。 

北海道栽培漁業技術連絡協議会出席のため加

藤増殖部長、三本菅室長、伊藤主任研究官、 

矢野・町口技官厚岸へ出張、30日まで。 

特別研究「暖水漁場に係わる研究討論会」出

席のため北野室長仙台へ出張、12月1日まで。 

12. 3 昭不ロ59年度漁業資源研究会議北日本底魚部会

出席のため金丸主任研究官鮫へ出張、7 日。 

12. 4 昭和59年度人工礁検討会出席のため新谷資源

部長熊本へ出張、 7 日まで。 

第34回東北海区海洋調査技術連絡会出席のた

め井上海洋部長大湊へ出張、 8 日まで。 

12. 5 増養殖関係部長会議出席のため加藤増殖部長

東京へ出張、 8 日まで。 

12. 6 近海漁業資源の家魚化システムの開発に関す

る総合研究のため伊藤主任研究官東京へ出張、 

8 日まで。 

12. 10 昭和59年度200カイリ漁業資源調査魚種別研

究チーム検討会出席のため和田技官沼津へ出

張、13日まで。 

12. 12 白糠漁業協同組合新保組合長来所。 

海洋水産資源開発センター三村専務、市川課

長、池田課長補佐来所。 

12. 13 昭和59年度沿岸漁業等動向協議会出席のため

飯塚企画連絡室長帯広へ出張。 
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いか流網漁業対策検討会出席のため村田主任

研究官東京へ出張、15日まで。 

. 16 日ソ地先沖合漁業協定日ソ漁業委員会出席の 

ため小林主任研究官東京へ出張、23日まで。 1. 26 

. 17 北海道水産統計地域協議会出席のため飯塚企 1. 27 

画連絡室長札幌へ出張、19日まで。 

漁業情報サービスセンター丹羽専務来所。 1. 28 

漁場形成予測システム開発事業に係わる道東 

専門グループ会議。 1. 29 

. 18 スケトウダラ新規加入量資源調査会議、19日 

まで。 1. 30 

第 3 回コンブ種苗生産に関する検討会、於釧 

路東急ィン。道立中央水産試験場林資源部長 

来所。 

.,]9一い情報処理事業技術情報部会（第 2“回）出席のた与・・ー…・ 

め倉田所長東京へ出張、21日まで。 

12 

12 

12 

12 

12. 20 ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明の

ため三本菅室長・町口技官羅臼へ出張、22日ま

で。 

12. 25 人事院勧告説明会出席のため志田主任札幌へ

出張。200カイリ水域内漁業資源調査のため金

丸主任研究官尾岱沼へ出張。 

1. 5 船舶調理講習受講のため菖田技官東京へ出張、 

3月7日まで。 

釧路水産協会大滝会長来所。 

1. 9 スケトウダラ新規加入群量資源調査のため大 

迫室長金丸主任研究官羅臼へ出張、10日まで。 

1. 11 200カイリ水域内漁業資源調査のため金丸主 

任研究官尾岱沼へ出張。 

1. 18 水産生物（植物、微生物）遺伝資源の保存等の

推進に関する打合せのため三本菅室長、東京

へ出張、18日まで。 

北海道冷凍食品協会大島専務来所。 

1. 19 スケトウダラ新規加入群量資源調査のため大

迫室長北鳳丸乗船、 2月7日まで。 

1. 20 海洋牧場研究推進協議会（第15回）出席のため

飯塚企画連絡室長東京へ出張、23日まて％ 

1,22 赤潮防止対策事業重要貝類毒化対策事業推進

連絡会議出席のため加藤増殖部長東京へ出張、 

25日まで。 

海中構築物設置に関する検討会出席のため伊 

藤主任研究官札幌へ出張、24日まで。 

船舶衛生管理講習のため土谷技官神戸へ出張、 

2月27日まで。 

1. 23 漁場保全検討会出席のため井上海洋部長東京

へ出張、24日まで。 

バイオマス研究推進協議会出席のため三本菅

室長東京へ出張、25日まで。 

1. 24 国家公務員給与等実態調査の説明会出席のた

め池田事務官札幌へ出張、26日まで。 

昭和60年度いか釣新漁場開発調査の計画立案

のための検討会出席のため村田室長東京へ出

張、26日まで。 

所内レクタイムスキー大会 

200カイリ水域内漁業資源調査のため入江主

任研究官札幌へ出張、29日まで。 

サケ・マス増殖事業調査打合せのため加藤増

殖部長札幌へ出張、30日まで。 

水産主務課長会議及び所長会議出席のため倉

田所長東京へ出張、 2月1日まで。 

ウニ食害作用の海藻群落形成への影響解明の

ため町口技官余市へ出張、 2月1日まで。 

（境 記） 

◇、人」‘事異一動◇ 

昭和59年10月1日付 

（北海道さlかますふ化場十勝支場次長） 

（事） 速水 昇 

命 北水研庶務課長 

（北水研庶務課長） 

命 北海道農業試験場用度課長 

昭和59年12月1日付 

（北水研資源部資源第三研究室長） 

（技） 新宮 千臣 

命 水産庁研究部研究課研究管理管 

昭和59年12月16日付 

（北水研資源部主任研究官） （技） 村田 守 

命 北水研資源部資源第三研究室長 

昭和60年1月1日付 

（北水研北光丸一等航海士） （技） 粛藤 邦夫 

命 北水研北光丸臨時船長 

（北水研北光丸二等航海士） （技） 本間 盛一 

命 北水研北光丸臨時一等航海士 

（北水研北光丸三等航海士） （技） 高本 充 

命 北水研北光丸臨時二等航海士 

（北水研北光丸船長） 	（技） 津田喜三郎 

命 辞職を承認する 

昭和60年1月 5日付 

（北水研北光丸司厨員） 	（技） 菖田 信男 

命 水産庁船舶予備員併任 

昭和60年1月 9日付 

（水産庁船舶予備員） 	（雇） 中山 正晴 

命 北水研北光丸司厨員併任 

昭和60年1月22日付 

（北水研探海丸一等航海士） （技） 土谷 貞征

命 北水研庶務課併任 

（北水研探海丸二等航海士） （技） 熊谷 幸夫

命 北水研探海丸臨時一等航海士 

（技） 粛藤 邦夫 

（技） 本間 盛一 

（技） 高本 充 

（技） 津田喜三郎 
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