目
組織機構
Ⅰ

次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１

試験研究業務
１ 海面増養殖技術試験（栽培漁業グループ）
（１）海産生物増養殖試験
・海産動物増養殖試験（トリガイ漁場形成機構調査）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・
〃
（放流ミルクイ生残調査）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・ノリ優良種苗開発試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（２）ノリ品種判別技術開発試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（３）海産生物病害対策試験
・二枚貝類病害発生状況調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・あかぐされ病対策試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・スミノリ・クモリノリ発生機構解明試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（４）海産種苗放流技術開発試験
・標識放流によるトラフグ放流効果調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・効果的な放流技術の開発（クルマエビ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・放流適地の解明（ヨシエビ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（５）アラメ藻場再生緊急技術開発試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（６）有用貝類資源形成機構調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２ 内水面増養殖技術試験
（１）ウナギ養殖技術試験（内水面養殖グループ）
・加温ハウス飼育試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（２）ウナギレプトケファルス育成技術試験（内水面養殖グループ）
・良質卵産出親魚養成試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（３）内水面増養殖指導調査（内水面養殖・冷水魚養殖グループ）
・河川漁場調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・
〃
（豊川中流域における付着藻類調査） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・
〃
（豊川における落ちアユ調査） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・
〃
（豊川におけるアユ流下仔魚調査） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・養殖技術指導（内水面養殖・冷水魚養殖・観賞魚養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・海部郡養殖河川水質調査（観賞魚養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（４）カワウ漁業被害防除対策技術開発試験（内水面養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（５）冷水魚養殖技術試験（冷水魚養殖グループ）
・マス類増養殖技術試験（ニジアマ稚魚生残率向上試験） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・
〃
（ニジアマ奇形原因解明試験） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・
〃
（冷水病発生後のニジマス奇形発生状況調査） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（６）観賞魚養殖技術試験（観賞魚養殖グループ）
・疾病対策試験（ｷﾝｷﾞｮﾍﾙﾍﾟｽｳｨﾙｽ培養に適した初代細胞の樹立） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・新品種作出試験（優良形質クローンの作出及びアルビノ頂天眼の作出） ‥‥‥‥‥‥‥‥
（７）観賞魚新用途開発技術試験（観賞魚養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（８）希少水生生物増殖技術開発試験（冷水魚養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
３ 水産資源調査試験
（１）漁業調査試験（海洋資源グループ）
・漁獲調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・内湾再生産機構基礎調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・有用貝類試験びき調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（２）漁況海況予報調査（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（３）漁業専管水域内資源調査
・浮魚資源調査（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・底魚資源調査（トラフグ等資源調査） （海洋資源・栽培漁業グループ）‥‥‥‥‥‥‥‥
（４）クラゲによる漁業被害軽減対策技術開発試験（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（５）小型底びき網漁業構造改善調査（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（６）漁業調査船「海幸丸」運航（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
４ 漁場環境調査試験
（１）人工生態系機能高度化技術開発試験（漁場改善グループ）
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・覆砂材としてのダム砂の効果調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・アマモ場造成条件解明試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（２）河口域資源向上技術開発試験（漁場改善グループ）
・アサリ稚貝発生調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・アサリ種苗再放流機能評価試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（３）ノリ色落ち対策技術開発試験
・ノリ漁場におけるアサリ資源の増大（栽培漁業グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・アサリによるノリ色落ち原因プランクトン摂餌試験（漁場保全グループ） ‥‥‥‥‥‥‥
・伊勢・三河湾から渥美外海の環境把握（漁場保全・海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥
・ノリ漁場連続観測（漁場保全グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（４）水産生物被害防止基礎試験（漁場保全グループ）
・貝類大量へい死原因解明試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・有毒プランクトン増殖機構解明試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・貧酸素水塊状況調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（５）海域情報施設維持管理（漁場保全グループ）
・海況自動観測調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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Ⅲ

漁民研修及び漁民相談（企画普及グループ）
１ 漁民研修 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２ 漁民相談 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
３ 「農楽の先生」派遣 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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水産業振興事業
広域漁場整備事業（海洋資源グループ）
・魚礁効果調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８６
２ 干潟・浅場造成事業（漁場改善グループ）
・干潟・浅場造成事業調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８７
３ 栽培漁業推進調査指導（栽培漁業グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８９
４ 資源管理漁業推進事業（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９０
５ 漁業資源回復計画推進支援事業（海洋資源グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９３
６ 水産業技術改良普及
（１）水産業技術改良普及（企画普及グループ）
・沿岸漁業新規就業者育成・担い手活動支援事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９５
（２）のり養殖強化対策事業（企画普及・栽培漁業グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９７
（３）魚類防疫対策推進指導（内水面養殖・冷水魚養殖・観賞魚養殖・栽培漁業グループ） ‥‥ ９９
（４）コイヘルペスウィルス病まん延防止事業（観賞魚養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０１
（５）ニシキゴイ特定疾病検査指導事業（観賞魚養殖グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０３
７ 海の恵み育成・啓発推進事業（栽培漁業・漁場改善グループ）
・藻場造成新技術実証事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０４
８ 漁場環境対策事業
（１）漁場環境実態調査（漁場保全グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０６
（２）貝類安全対策（漁場保全グループ）
・貝毒監視対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０８
・有害プランクトン動向調査試験 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１０
（３）二枚貝類有害生物対策（栽培漁業グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１２
９ 三河湾生物回復調査（漁場改善グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１４
10 種苗放流事業（内水面養殖・冷水魚養殖グループ）
・アユ種苗放流方法等の検討（天然遡上のある漁場における効果的な放流方法の検討） ‥‥ １１５
・
〃
（豊川系アユ人工種苗の冷水病感受性） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１７
・
〃
（豊川系アユ人工種苗のなわばり性） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１８
・
〃
（豊川系及び木曽川系アユ人工種苗の背鰭の大きさの比較） ‥ １２０
・
〃
（豊川系アユ人工種苗の釣獲特性） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２１
11 漁場環境・生態系保全活動支援事業推進事業（栽培漁業グループ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２３
１

Ⅳ

環境部環境対策（漁場保全グループ）
１ 公害苦情処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２ 水質汚濁調査
（１）水質監視調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（２）水質調査船「しらなみ」運航 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
（３）伊勢湾広域総合水質調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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