
北海道内特異現象記録（～平成24年 (～2012年)）

番号 時期 場所 内　容 報告機関名 情報源

1 2010年4月
北海道西岸沖

日本海

4月定期海洋観測で、J4線を北上する対
馬暖流の流量が例年の2割程度と極端に
少なくなっている。

中央水試
海況速報No.133（5
月14日発行予定）

2 2010年7月 道南太平洋

定期海洋観測で、100ｍ層に2℃以下の親
潮が広範囲に流入していることが判明。
水温偏差はマイナス 5～6℃と極端に低
温となっている。

中央水試
海況速報no.135号

で公表予定

3 2010年8月 紋別
定置網にてアオリイカを漁獲。今夏珍魚
第1号。

北水研 釧路新聞

4 2010年8月 標津沖 標津沖のマス定置網にてシマフグ漁獲。 北水研 北海道新聞

5 2010年9月
釧路・根室管

内

厚岸、浜中・根室市落石の漁港で暖流を
回遊するブリが数十尾ずつ水揚げ。昆布
森漁港では8～12Kgの約100尾が水揚げさ
れた。

北水研 北海道新聞

6 2010年9月 厚岸・釧路

2日は釧路の前浜の定置網でクロマグロ
が20尾、3日は厚岸の定置網で14尾が水
揚げされた。40年市場で働いてこんなに
捕れたのは初めて。

北水研
釧路新聞・北海道

新聞

7 2010/9/１～６ 釧路管内
釧路東部漁協ではマグロやブリ、白糖漁
協ではカツオが捕れている。

北水研 日本経済新聞

8 2010年9月 紋別
紋別港沖の定置網に250Kgのオサガメが
入網。

北水研 北海道新聞

9 2010年7月 函館市
函館市南茅部地区の定置網で130Kgのウ
ミガメが捕獲されたが、それが熱帯・亜
熱帯分布種のクロウミガメと判明。

北水研 北海道新聞

10 2010/9/1以降 釧路管内
釧路市や厚岸漁協ではマグロやブリが水
揚げされ、沖合のイカ釣り漁船ではアカ
マンボウが目撃されている。

北水研 読売新聞

11 2010/9/1以降 標津・羅臼
9月に入り標津・羅臼の定置網にシイラ
やブリが例年になく大量に入網。

北水研 北海道新聞

12 2010年10月 紋別
紋別沖の定置網に約1800尾のブリが入網
し、紋別漁協に水揚げ。

北水研 釧路新聞

13 2010年11月 後志管内
寿都漁協に5000尾以上の大型ブリが水揚
げされた。8～10Kgが中心サイズ。

北水研 北海道新聞

14 2010/8-9月 釧路市
桂恋前浜の月平均水温が平年と比較して
8月は1.8℃、9月3.2℃、10月1.9℃高
かった。

北水研 北海道新聞

15 3月 北海道
3月の道内小雨、太平洋側は戦後最小を
記録、函館は観測史上最小。

北水研
北海道新聞に掲載

（H23.4.2）

16 4月中旬 サロマ湖
ニシンの大量産卵（ホタテ養殖施設など
に）。

網走水試 常呂の漁業者談

17 6月中旬
オホーツク海

南部海域
この時期になってもマダラが漁獲されて
いる。

網走水試
新聞社からの問い

合わせ

18 ６月 雄武
ホタテけた曳き網の漁場でホヤ・ヒトデ
が大量に発生。

北水研
北海道水産新聞に
掲載（H23.7.４）

19 ７月 道東沖
サンマ流し網で連日サバが混獲され、
2.5トンの水揚げ。

北水研
北海道新聞に掲載

（H23.7.26）
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20 5月下旬～8月上旬 噴火湾
ホタテ稚貝の採苗器への付着量が例年よ
り多い（卵巣の発達時期に植物プランク
トンが豊富だったことが一要因）。

函館水試
北海道新聞に掲載

（H23.7.28）

21 ７月～８月上旬 根室管内 羅臼沖昆布不漁、例年の3分の1。 北水研
北海道新聞に掲載

（H23.8.14）

22 2011年9月 根室
歯舞漁協の秋鮭定置において34Kgのクロ
マグロが入網。

北水研
北海道新聞に掲載

（H23.9.24）

23 2011年10月 釧路
昆布森沖の定置網で房総半島以西に生息
のイシガキダイが入網。

北水研
釧路新聞に掲載
（H23.10.13）

24 不明 紋別 湧別漁協の定置網にハナオコゼが入網。 北水研
釧路新聞に掲載
（H23.10.16）

25 10月前半 釧路
18年ぶりに道東沖でマイワシがまとまっ
て漁獲。

北水研
釧路新聞に掲載
（H23.10.21）

26 2011年10月 後志 岩内漁協に2.5m特大マンボウが漁獲。 北水研
北海道新聞に掲載
（H23.10.25）

27 2011年10月 厚岸 厚岸湖内定置網にウナギが入網。 北水研
北海道新聞に掲載
（H23.10.25）

28 10月中旬 噴火湾

・採苗後のホタテ稚貝の成長が悪く、本
分散作業が昨年より約1ヶ月遅れて10月
中旬に開始（原因は不明）。
・養殖ホタテガイへのヨーロッパザラボ
ヤの新たな付着は終息に向かっている
（船上での貝洗いの目安）。

函館水試
平成23年度ホヤ類
調査結果速報 No.6

29 2012年3～4月 噴火湾
耳吊り直後のホタテガイ新貝にへい死が
目立つ。

函館水試 養殖漁業者情報

30 2012年4月10日
常呂・紋別漁

協
放流貝の歩留・グリコーゲン含量が極め
て低い。

網走水試 常呂・紋別漁協

31 2012年5月10日
雄武・沙留漁

協
放流用稚貝のへい死がみられる。 網走水試 雄武・沙留漁協

32 2012年6月12日 広尾町
広尾町漁協の春定置網漁でこの時期では
珍しいクロマグロが揚がった。

北水研 十勝毎日新聞

33 2012年7月10日 西網走漁協 中間育成稚貝に大量のフジツボが付着。 網走水試 西網走漁協

34 2012年7月24日
新ひだか町春

立沖

新ひだか町春立沖合のさけ定置網に重量
105キロと84キロのクロマグロが漁獲さ
れた。また、7月下旬にはクロマグロの
幼魚が多数漁獲された。

栽培水試
北海道新聞、苫小
牧民報、日高報知

新聞

35 2012年8月 広尾・大樹
さけ定置網で珍しくマグロが入網し、マ
ンボウは例年より多かった。

釧路水試
水産技術普及指導

所

36 2012年8月上旬 標津
例年数尾程度した見られないブリが、1
日に60尾入網した。

釧路水試
水産技術普及指導

所

37 2012年9月 根室
さけ定置網にカジキマグロやマンボウな
ど、珍しい魚が入網した。

釧路水試
水産技術普及指導

所

38 2012年9月2日 釧路
釧路沖合の定置網でマンボウの山。体長
50cm前後で、重さ4～5Kgのマンボウ約50
匹。

北水研 北海道新聞

39 2012年9月7日 網走 ブリが大漁。 網走水試
伝書鳩(フリーペー

パー）

40 2012年9月10日 沙留漁協
今年放流した稚貝の生残が悪い（10-
20%）。

網走水試 沙留漁協
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41 2012年9月11日 天塩町
天塩町のサケ定置網に全長約40cmのナン
ヨウツバメウオが入網した。

稚内水試
水産技術普及指導

所

42 2012年9月12日 標津沖
クラゲに泣く秋サケ漁。秋サケ定置網漁
でクラゲが多く、漁業者を悩ませてい
る。クラゲはアカクラゲ。

北水研 北海道新聞

43 2012年9月17日 余市
9月17日に余市沿岸のサケ定置網に体長
3.5mほどのジンベエザメが入網。小樽水
族館で飼育展示された。

水産研究本部 北海道新聞

44 2012年9月24日 稚内市宗谷 富磯の定置でニザダイが入網した 稚内水試 宗谷漁業協同組合

45 2012年9月24日 道沿岸
秋の漁異変。北海道沿岸で暖水を好むサ
バ、カジキ、ジンベイザメ、ボラにフグ
が次々に網にかかる。

北水研 北海道新聞

46 2012年9月27日 釧路沖
道周辺海域の 9月中旬の海面水温は
22.2℃と平年より4.6℃高く、過去最高
を記録。

北水研 朝日新聞

47 2012年10月2日 紋別沖
紋別沖のサケ定置網にジンベイザメがか
かる。オホーツク海でジンベイザメが見
つかるのは異例。

北水研 北海道新聞

48 2012年10月3日 苫小牧・室蘭
苫小牧、室蘭沖のサケ定置網にソウシハ
ギが3尾かかった。

北水研 読売新聞

49 2012年10月10日 北見市常呂
常呂漁協ののサケ定置網に体長70ｃｍ、
重さ40Kgのアオウミガメが迷い込んだ。

北水研 北海道新聞


