
技術改善普及事業年度別実績

年度 件数 研究課題 実績団体
昭和54 1 ホヤ養殖試験 小平漁協青年部

6 ウニ漁場調査試験 白糠漁協青年部
コンブ増殖事業の増殖施設と施行技術の研究 沙留漁協青年部
ヒラメ養殖試験 長万部漁協青年部
コンブ漁場改良造成試験 砂原漁協青年部
ウニ採苗試験調査 落部漁協青年部
ホタテガイ外海採苗適地調査 散布漁協青年部
5 ホタテ採苗並びに中間育成試験 余市郡漁協青年部
コンブ養殖試験 熊石漁協相沼水産研究会
ウニ天然採苗試験 木古内町漁協青年部
チカ人工孵化成育事業試験 厚岸漁協青年部
ホッキガイ稚貝移殖追跡試験 野付漁協青年部
5 コンブ促成養殖試験 熊石漁協相沼水産研究会
冠砂地のコンブ漁場造成試験 川汲漁協青年部
一粒カキ垂下養殖試験 小樽市漁協青年部
チカ人工孵化放流業試験 厚岸漁協青年部
シジミガイ移殖放流試験 浜中漁協青年部
6 コンブ養殖試験 熊石漁協相沼水産研究会
ホタテガイ養殖管理技術改善 落部漁協青年部
チカ人工孵化放流 厚岸漁協青年部
ミズダコ増殖に関する研究 鷲泊漁協青年部
ホタテガイ種苗生産技術改良試験 枝幸漁協青年部
ウニ天然採苗試験 仙法志漁協青年部
3 ヤツメウナギの採卵孵化試験 江別漁協内水面増殖研究会
コンブ養殖試験 熊石漁協相沼水産研究会
マコンブ種苗糸打ち込みによるコンブ漁場造成試験 川汲漁協青年部
2 クロソイ稚魚標識放流試験 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会

ハタハタ資源増大試験 厚田漁協青年部
昭和61 1 ヒラメ海中育成試験 知内町漁協青年部

3 マゾイ中間育成試験 知内町漁協青年部
アワビ海中養殖試験 乙部町漁協青年部
アワビ海中養殖試験 熊石町漁協青年部
2 カキ資源保護対策試験 厚岸漁協青年部
キタムラサキウニ海中蓄養殖試験 江差漁協青年部
2 カキ垂下式養殖試験 散布漁協青年部
カキ資源保護対策試験 厚岸漁協青年部
2 ヒラメ海中養殖施設改良試験 小樽市漁協青年部
カキ垂下式養殖試験 散布漁協青年部
2 稚ダコの生態調査 小樽市漁協青年部
海中における稚ウニの初期育成試験 歯舞漁協青年部
5 ホタテ・カキの養殖試験 古平漁協青年部
ウニの中間育成礁における放流試験 荻伏漁協青年部
カキ沖合養殖試験 久遠漁協青年部
ツブ畜養試験 奥尻漁協青年部
ウニ漁場における害敵駆除試験 鬼脇漁協青年部

10 アワビ人工種苗放流効果確認調査 厚田漁協潜水漁業部会
ツガルウニ生息調査並びに駆除試験 小樽市漁協カレイ網漁業部会
アワビ漁場管理と成長、生残の追跡調査 神恵内村漁協青年部
ウニ餌料の海藻不足解消試験 木古内町漁協磯付部会
改良型ウニブロック設置事業 根崎漁協青年部
ウニ種苗生産試験事業 歯舞漁協青年部
ウニ漁場における籠による害敵駆除試験 鬼脇漁協青年部
エゾアワビ人工種苗中間育成試験 天売漁協青年部
エゾアワビ放流追跡調査 増毛漁協青年部
カキ短期養殖試験 広尾漁協青年部
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技術改善普及事業年度別実績

年度 件数 研究課題 実績団体
8 アワビ漁場管理と生存、成長の追跡調査 神恵内村漁協青年部
カキ養殖試験 福島町漁協青年部
ウニ餌料不足解消試験 木古内町漁協磯付部会
クロソイ種苗生産試験 三石町栽培漁業推進協議会
造成漁場における餌料の育成状況とウニの適正放流手法に関する調査 浦河漁協青年部
ウニ人工種苗放流効果確認調査 釧路市漁協釧路ウニ協議会
篭採取による未利用ウニの利活用試験 香深漁協青年部
マナマコ増殖試験 虻田漁協青年部なまこ部会
8 キタムラサキウニ生殖巣増大試験 香深漁協青年部
クロソイ種苗生産・中間育成試験 三石町栽培漁業推進協議会
外海におけるカキ身入り促進試験（短期養殖） 白糠漁協青年部
結氷期におけるウニ増殖技術確立試験 沙留漁協青年部
ツブ蓄養殖試験 ひやま漁協奥尻支所青年部
カキ養殖試験 上磯町漁協青年部
ハタハタ種苗生産・ふ化状況試験 厚田漁協青年部
アワビ海中養殖試験 神恵内村漁協青年部

15 ヒラメ中間育成試験 砂原漁協青年部
アイナメ孵化飼育試験 鹿部漁協青年部
ウニ中間育成餌料改良試験 釧路市ウニ漁業協議会
アワビ人工種苗追跡調査 小安漁協
ホタテガイ浮遊幼生分布密度調査 鵡川漁協青年部
ジンドウイカ産卵孵化試験 厚田漁業青年部
シジミガイ環境調査、成長試験 石狩漁協シジミガイ部会
ホッキ貝殻黒色化試験 斜里第一漁協ホッキガイ部会
アワビ養殖試験 宇賀漁協
ミズダコ生態調査 雄武漁協青年部
ウニ放流技術開発 厚岸漁協
ウニ放流技術開発 歯舞漁協
ウニ放流技術開発 広尾漁協
カキ地場種苗確保試験 紋別漁協
ハタハタ・マツカワ中間育成技術開発 浦河漁協

10 アイナメ孵化試験 鹿部漁協青年部
ハタハタ中間育成放流試験 砂原漁協青年部
ホタテガイ浮遊幼生分布調査及び採苗試験 鵡川漁協青年部
ウニ種苗中間育成餌料改良試験 静内漁協ウニ部会
カキ人工採苗（シングルシード方式）種苗養殖試験 厚岸漁協カキ・アサリ班
ウニ放流技術開発試験 歯舞漁協
アワビ養殖技術開発試験 羽幌町漁協天売支所青年部
アワビ人工種苗（造成漁場）放流調査 浜益漁協アワビ部会
シジミガイ増養殖環境調査試験 石狩漁協シジミガイ部会
アワビ人工種苗放流調査 ひやま漁協瀬棚支所青年部
9 アイナメ種苗生産放流試験 鹿部漁協青年部
アワビ種苗放流効果確認 苫前漁協青年部
アワビ養殖技術開発試験 羽幌町漁協焼尻支所青年部
アワビ養殖技術開発試験 鬼脇漁協青年部
ウニ養殖技術開発試験 大津漁協青年部
ウニ種苗放流技術開発試験 歯舞漁協
ハナサキガニ中間育成技術開発試験 根室海域ハナサキガニ資源維持増大対策連絡協議会

海藻セットの試作品開発 吉岡漁協婦人部
オオノガイ資源増殖技術開発試験 根室湾中部漁協貝類手堀部会
9 アワビ種苗放流効果確認 苫前漁協青年部
アワビ養殖技術開発試験 鬼脇漁協青年部
オオノガイ資源増殖技術開発試験 根室湾中部漁協貝類手堀漁業部会
イワガキ養殖技術開発試験 小樽市漁協祝津ヒラメ養殖協議会
カキ（一粒）養殖技術開発試験 虻田漁協青年部
ウニ餌料（流れ藻）滞留施設設置試験事業 三石漁協青年部
ハナサキガニ中間育成技術開発試験 根室海域ハナサキガニ資源維持増大対策連絡協議会

放流アワビ「育成シェルター」開発試験 奥尻漁協青年部
ヤマトシジミの産卵生態及び生息環境試験 石狩漁協シジミ部会
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技術改善普及事業年度別実績

年度 件数 研究課題 実績団体
10 アワビ種苗放流効果確認 苫前漁協青年部
アワビ養殖技術開発試験 鬼脇漁協青年部
オオノガイ資源増殖技術開発試験 根室湾中部漁協貝類手堀漁業部会
ハナサキガニ中間育成技術開発試験 根室海域ハナサキガニ資源維持増大対策連絡協議会

イワガキ養殖技術開発試験 小樽市漁協祝津ヒラメ養殖協議会
カキ養殖技術開発試験 椴法華漁協カキ養殖研究会
水産物流強化事業（付加価値向上試験） 苫前漁協婦人部
水産加工品開発研究 荻伏漁協浦河町食品開発研究会
クロガシラガレイ種苗生産、中間育成、放流 ウトロ漁協青年部
アワビ養殖技術開発試験 沓形漁協青年部
8 イワガキ養殖技術開発試験 小樽市漁協祝津ヒラメ養殖協議会
カキ養殖技術開発試験 虻田漁協青年部
カキ養殖技術開発試験 椴法華漁協カキ養殖研究会
水産物産地流通強化（付加価値向上試験） 苫前漁協婦人部
アワビ養殖技術開発試験 沓形漁協青年部
アワビ人工種苗放流追跡調査 羽幌町漁協焼尻地区青年部
シジミガイ天然種苗採取漁具の導入改良試験 大樹漁協青年部
キタムラサキウニ篭養殖企業化試験 ひやま漁協青年部瀬棚支部
8 キタムラサキウニ篭養殖企業化試験 ひやま漁協青年部瀬棚支部
カキ短期養殖試験 椴法華漁協カキ養殖研究会
カキ（一粒）養殖試験 虻田漁協青年部
マツカワブランド化推進 えりも以西栽培漁業振興推進協議会

ノリ養殖試験 利尻富士町ノリ養殖部会
アワビ養殖技術開発試験 沓形漁協青年部
アワビ人工種苗放流追跡調査 羽幌町漁協焼尻地区青年部
水産物産地流通強化事業（付加価値向上試験） 苫前漁協婦人部
7 エゾアワビ人工種苗事業化追跡調査 羽幌町漁協焼尻地区青年部
キタムラサキウニ篭養殖企業化試験 ひやま漁協青年部瀬棚支所
ノリ養殖試験 利尻富士町ノリ養殖部会
マツカワブランド化推進 えりも以西栽培漁業振興推進協議会

ハタハタ採卵・中間育成・放流試験 留萌中部ハタハタ研究会
カレイ種苗生産試験 紋別漁協青年部
人工リーフを利用したウニ人工種苗放流試験 苫小牧漁協青年部
8 ノリ養殖試験 利尻富士町ノリ養殖部会
マツカワブランド化推進 えりも以西栽培漁業振興推進協議会

ハタハタ採卵・中間育成・放流試験 留萌中部ハタハタ研究会
カレイ種苗生産試験 紋別漁協青年部
人工リーフを利用したウニ人工種苗放流試験 苫小牧漁協青年部
シラウオ漁獲調査 大樹漁協青年部
資源管理型ナマコ潜水器漁業操業モデル構築試験 ひやま漁協江差潜水部会
魚海況予報システムの構築 渡島海洋環境ネットワーク推進協議会

7 マツカワブランド化推進 えりも以西栽培漁業振興推進協議会

人工リーフを利用したウニ人工種苗放流試験 苫小牧漁協青年部
カレイ種苗生産試験 紋別漁協青年部
ハタハタの種苗生産・中間育成試験事業 留萌中部ハタハタ研究会
資源管理型ナマコ潜水器漁業操業モデル構築試験 ひやま漁協江差潜水部会
シラウオ漁獲調査 大樹漁協青年部
ナマコ天然採苗試験 砂原漁協青年部
3 マナマコ天然採苗試験 砂原漁協青年部
クロソイ海中養殖企業化試験 上ノ国町漁協青年部
ヒラメ標識放流事業 上磯町漁協青年部
5 マナマコ天然採苗試験 砂原漁協青年部
クロソイ海中養殖企業化試験 上ノ国町漁協青年部
ヒラメ標識放流事業 上磯町漁協青年部
ウニの短期養殖 枝幸漁協岡島ウニ研究会
ウニ・ナマコ増殖関連調査 いぶり中央漁協白老潜水漁業部会
4 プランクトンネット生簀を用いたマナマコ中間育成試験 砂原漁協ナマコ研究会
ヒラメ標識放流 上磯町漁協青年部
ウニ・ナマコ増殖関連調査 いぶり中央漁協白老潜水漁業部会
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技術改善普及事業年度別実績

年度 件数 研究課題 実績団体
クロソイ海中養殖企業化試験 ひやま漁協上ノ国漁業生産組合青年部

2 プランクトンネット生簀を用いたマナマコ中間育成試験 砂原漁協ナマコ研究会
ウニ・ナマコ増殖関連調査 いぶり中央漁協白老潜水漁業部会
2 漁業経営の改善を考える 鹿部町
ナマコ栽培漁業の現状について 　〃
要望がなく、未実施

要望がなく、未実施

要望がなく、未実施

2 エゾバフンウニの生態と増殖技術について 釧路市漁業協同組合
マナマコの生態・生活史と増殖技術について 余市郡漁業協同組合
2 地まきホタテガイ漁業における漁場利用の現状 頓別漁業協同組合
活〆鮮魚の出荷と産地・消費地市場との対応を考える 岩内郡漁業協同組合
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