
6.刊行物
・H27. 3 平成25年度水産試験場事業報告

7.成果の発表
1)研究発表会
・H26. 8.2 水産試験場一般公開　研究紹介 当場

「外来魚を駆除して内湖復活」 佐野聡哉
「びわサーモン売出し中」 孝橋賢一
「琵琶湖のプランクトン」 中嶋拓郎
「映像で見るホンモロコの産卵生態」 亀甲武志
「イサザのことをしらべてみたら～イサザは幻の魚？」 幡野真隆
「内湖で育つ淡水真珠」 礒田能年

・H26.9.5 全国湖沼河川養殖研究会第87回大会 高知県
「オオクチバス駆除による在来魚の増加」 佐野聡哉

・H26.11.8 農政水産部試験研究広報啓発事業(パネル展示) 遠藤誠、佐野聡哉　 草津市
・H26.12.4 全国湖沼河川養殖研究会　マス類資源研究部会 東京都

「知内川に密放流されたアマゴの駆除」 菅原和宏
・H27.3.4 平成27年度水産談話会 当場職員 当場
・H27.1.12 試験研究機関連絡会議研究発表会

「西の湖を活用したホンモロコの増殖研究」 亀甲武志 草津市
・H27.1.25 第10回外来魚情報交換会 草津市

「オオクチバス駆除による在来魚の増加」 佐野聡哉
「造成ヨシ帯でのコイ科魚類の産卵状況と課題」 井出充彦

・H27.2.17～2.18 全国湖沼河川養殖研究会アユ資源研究部会 東京都
「平成24年湖中アユの肥満度低下について」 吉岡剛

・H27.3.19 第４回滋賀・岐阜水産研究交流会 当場
「ビワマス資源の構造と動態－行列モデルで表す試み」 田中　秀具
「知内川に私的放流されたアマゴの駆除」 菅原和宏

2)学会発表等
・H26.9.19～9.22 平成26年度日本水産学会秋季大会 福岡県

「伊庭内湖から琵琶湖へのホンモロコ稚魚」
亀甲武志・石﨑大介・氏家宗二・岡本晴夫・桑村邦彦・三枝仁

「琵琶湖に垂下したセタシジミの肥満度増加時期」
石﨑大介・幡野真隆・礒田能年・亀甲武志・久米弘人・松尾雅也

・H26.11.14～11.17 平成26年度日本魚類学会年会 神奈川県
「琵琶湖内湖の流入河川におけるホンモロコの産卵場所選択」

亀甲武志・石﨑大介・片岡佳孝
「琵琶湖流入17河川における魚類の生息環境」

石﨑大介・亀甲武志・水野敏明・永田貴丸・大久保卓也
・H27.3.29 平成27年度日本水産学会春季大会 東京都

「琵琶湖固有種イサザの資源変動要因」
上野世司・幡野真隆・宮本幸太

「琵琶湖固有種イサザ仔魚の鉛直分布様式」
幡野真隆・上野世司

3)論文投稿等 
・塩水浴による淡水魚のスレ症対策 月刊養殖ビジネス　2014年9月号 菅原和宏
・琵琶湖内湖の流入河川におけるホンモロコの産卵生態　魚類学雑誌61:1-8, 2014

亀甲武志・岡本晴夫・石﨑大介・氏家宗二・臼杵崇広・根本守仁・三枝仁・藤岡康弘　　　
・滋賀県のブランドマス「びわサーモン」の開発と現在の飼育状況 月刊養殖ビジネス　2015年2月号 菅原和宏・孝橋賢一
・セタシジミの初期餌料と利用可能な餌料サイズ 日本水産学会誌81(1),62-67(2015) 幡野真隆・石﨑大介・久米弘人・崎山一孝　　　　　　　　　  
・伊庭内湖周辺におけるホンモロコ釣り遊漁による釣獲尾数の推定　日本水産学会誌 81:17-26, 2015

亀甲武志・石﨑大介・氏家宗二・澤田宣雄・三枝仁・酒井明久・鈴木隆夫・西森克浩・
二宮浩司

・Relationship between egg and hatchling size to incubation temperature in multiple spawning fish Gnathopogon caerulescens (Honmoroko)

　Environmenta Biology of Fishes 98:1151-1161, 2015 亀甲武志・石﨑大介・臼杵崇広・藤岡康弘
・Diel patterns of larval drift of honmoroko Gnathopogon caerulescens in an inlet of Ibanaiko Lagoon, Lake Biwa, Japan
　Journal of Fish Biology 86: 409-415, 2015 亀甲武志・石﨑大介・二宮浩司・藤岡康弘

4)イベント等出展
・H26.5.25 磯田漁協水産祭り 澤田宣雄、遠藤誠、鈴木隆夫 彦根市

・H26.8．6 平成26年「しが☆まなび☆発見！」遠藤誠、森田尚、井出充彦　　　　 米原市

米原農林水産まつり 孝橋賢一、菅原和宏 米原市

平成26年度農畜水産試験研究広報啓発事業　　　遠藤誠、佐野聡哉 草津市

５)講師派遣
・H26.5.27 第13回「琵琶湖外来魚駆除の日」解剖教室 井出充彦、臼杵崇広、佐野聡哉　　　 草津市
・H26.7.4 河川漁連河川環境体験学習会（愛知川漁協） 菅原和宏 東近江市
・H26.9.13 安曇川人工河川見学会 井出充彦 高島市
・H26. 9 26 平成26年度全国内水面漁場管理委員会連合会研修会 佐野聡哉 東京都
・H26. 9 28 地方自治研究全国集会ｉｎ滋賀 田中秀具 大津市
･H26.9.28 平成26年度ワタカ・ニゴロブナ放流事業 桑村邦彦 近江八幡市
・H26.10.11 河川漁連河川環境体験学習会（高島鴨川漁協） 菅原和宏 高島市

・H26.11.8

・H26.11.３



・H26.10.27 彦根市立旭森小学校琵琶湖環境学習 井出充彦 彦根市
･H27.2.14 愛知川清流会 吉岡剛 東近江市
・H27.3.18 近江八幡ロータリークラブ 桑村邦彦 近江八幡市

8.職員研修等
1)職員研修等派遣
・H26.7.9～7.11 平成26年度農林水産関係若手研究者研修 寺井章人・中嶋拓郎　 茨城県

2)勉強会
・H26.6.25 アユ資源の育種学的利用　天然集団の遺伝的多様性の利用と管理 谷口順彦 当場
・H27.10.21 世界湖沼会議報告会 大山明彦 当場

9.研修員、見学等の受け入れ
1)海外研修員の受け入れ
（醒井養鱒場）

 ･H24.5 26 (独)国際協力機構（ネパール） 養魚技術　 4名

2)インターンシップ等受け入れ
（醒井養鱒場）
・H26.6.2～ 6.6 米原市立河南中学校 職場体験 2名
・H26.6.16～ 6.20 米原市立双葉中学校 職場体験 2名
・H26.10.27～ 10.31 米原市立米原中学校 職場体験 １名
・H26.７.25～ ８.７ 大阪ECO動物海洋専門学校 職場体験 １名
・H26.8.4～ 8.16 大阪ECO動物海洋専門学校 職場体験 1名
・H26.8.11～ ８.28 神戸動物環境専門学校 職場体験 １名

3)研修・校外学習等受け入れ
･H26.6.16 彦根市立西中学校 環境学習 10名
・H26.7.1 滋賀経済産業協会 見学懇談会 27名
･H26.7.4 滋賀県立大学 漁業学習 6名
･H26.8.11 個人(小学生) 自由研究 1名
･H26.8.14 米原市米原公民館 資源学習 25名
･H26.10.2 滋賀県立河瀬中学校 総合学習 6名
・H26.10.8 奈良県中央卸売市場水産物卸協同組合 施設見学 10名
･H26.10.21 彦根市立彦根中学校 職場訪問 6名
・H26.10.23 滋賀県立彦根翔陽高等学校 総合学習 9名
･H26.10.28 彦根市立平田小学校 社会科学習 49名
･H26.11.19 彦根市立稲枝中学校 総合学習 10名
・H26.12.4 彦根市立中央中学校 総合学習 12名
･H26.3.19 京都府内水面漁業協同組合連合会 アユ資源 30名

（醒井養鱒場）
H26.4.12 玉一アクアリウム 施設見学 7名
H26.4.12 大阪市立大学有恒会京滋支部 施設見学 33名
H26.4.17 パナソニック松愛高槻支部　 施設見学 90名
H26.5.10 米原市伊吹山文化資料館 施設見学 53名
H26.6.1 ボーイスカウト 施設見学 10名
H26.6.13 福寿町ご冥日のつどい 施設見学 34名
H26.6.16 「食品と科学物質のリスク勉強会」 施設見学 15名
H26.6.17 阪本学区 施設見学 23名
H26.6.18 道くさウォーク　みたけ 施設見学 66名
H26.6.22 井田八幡宮　氏子会 施設見学 24名
H26.7.8 京都市立大塚小学校 総合学習 104名
H26.7.23 野洲第二学童保育所 施設見学 39名
H26.7.25 野洲第二学童保育所 施設見学 43名
H26.7.30 ヒバリヶ丘学園 施設見学 25名
H26.8.17 ヤマトスポーツ少年団 施設見学 48名
H26.8.21 マーティーズインターナショナルキンダー 施設見学 32名
H26.8.22 大津市公園緑地協会 施設見学 29名
H26.9.23 東住吉区母と子の共励会 施設見学 39名
H26.9.24 三岡長寿会 施設見学 13名
H26.9.25 ニューサンピア敦賀ウォーキング会 施設見学 30名
H26.10.2 能登川南小学校 総合学習 107名
H26.10.3 湖東第一小学校 総合学習 30名
H26.10.4 湖南市中央町づくりセンター 施設見学 20名
H26.10.8 滋賀短期大学付属高校 施設見学 52名
H26.10.8 宮代小学校 総合学習 44名
H26.10.16 西大路小学校 総合学習 23名
H26.10.17 近江八幡市立沖島小学校 総合学習 4名
H26.10.17 近江八幡市立島小学校 総合学習 33名
H26.10.17 犬上郡多賀小学校 総合学習 57名
H26.10.18 河南小学校 総合学習 240名
H26.10.22 全国内水面魚場管理委員会連合会中日本ブロック協議会 施設見学 35名
H26.10.24 長浜市立七郷小学校 総合学習 34名




