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２００８年１１～１２月漁期
（２ ００８年１１月１４日発行）

【ま い わ し】
主要 定置網にお けるマイワ シ総漁獲量 は、９月が 328 トン、10 月が 103 トン（速報
値）で、前年同期（９月：38 トン、10 月：61 トン）を上回り、過去５年 平均比で４ 倍
を超 えま し た。前 年 は９ 月に 漁 獲量が 急 減し まし たが 、今 年 の落 ち込 みは 小さ く 、資
源量も 前年より多 いため好漁 を維持して います。
佐島 地区のまき 網は、９月上旬と 10 月下旬の数 日間にまと まった数量を 漁獲し、近
年では 久々に好漁 となりまし た。
魚体 は、体長 13～16cm の中羽（2008 年級・０歳魚）が主体で、１歳以 上の大型個 体
はほと んど見られ ませんでし た。
今 後は 、 例年の 状 況か ら、 水 温の低 下 とと もに 徐 々に漁 獲 量は 減少 する もの と 考え
られま す。2008 年生まれ の０歳魚は 、春先に効 率的に相模 湾に流入し たため、７月 頃
から 好漁 で 推移し て いま すが 、 太平洋 系 群全 体の 資源 水準 は 決し て高 くはな い た め、
マイワ シ資源が回 復したとは 言えない状 況です。
【かた くちいわし 】
主要 定置網にお けるカタク チイワシ総 漁獲量は、９月が 22 トン、10 月が７トン（ 速
報値）で、前年同期（９月：45 トン、10 月：21 トン）を下回り、過去５年平均比で約
８％の 漁獲量にと どまりまし た。
佐島 地区のまき 網は、９月 、10 月ともに少量を餌イワシとして漁獲しました。
魚体 は、９cm 未満の未成魚が主体でした。
太平 洋系群全体 の資源水準 は依然とし て高いもの の、2003 年をピー クに減少傾向 に
あり、2008 年春季の産卵 量や夏季の 沖合域におけ る未成魚 分布量が低調 であったこ と
からも 、漁獲量 の大きな増加 は考えにく い状況です 。
【し ら す】
９月 、10 月 ２ヶ月間の漁獲量は、過去５ 年平均比で 60％、好漁であった前年比で 36％
にとど まり、相模湾全域で低調な漁模様でした。また 、1 網あ たりの漁獲量は徐々に減
少して おり、10 月の平均値は５kg 程度で した。
例年 と 同様 に９月 以 降の 湾 内の 卵分布 量 は減 少 して いるた め 、湾 外 から の大規 模な
シラ スの 来 遊に期 待 した いと こ ろです が 、成 魚の 資源 状況 や 海況 等に 好条 件は 見 当た
らない 状況です。

ま い わ し
今漁期は、 今年生まれ の中羽マイワ シ
が漁獲の主体となるでしょう。
今漁期の漁獲量は、10 月の県内主 要
定置及びまき網の漁獲量から、約 130
トンと予測されます。

過去 ５年の 11・12 月漁期の漁獲
量と 今漁期の予 測量
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か た く ち い わ し
今漁期は、 未成魚が漁獲 の主体とな る
でしょう。
今漁期の漁獲量は、９～10 月の県内
主要定置網における漁獲量から、約 10
トンと予測されます。

トン

カタクチイワシ

500
400
300
200

＊縦軸：主要定置網＋まき網

100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008

し ら す
今漁期は、９～10 月生ま れのカタク チ
シラスが漁獲の主体となるでしょう。
今漁期の漁獲量は、10 月の漁獲量か ら、
約 20 トンと予測されます。
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