
のり養殖通報 （第１ ５報 ） 

平成２５年１１月６日調査・発行 

宮城県のり養殖安定化対策本部 

（調査機関：宮城県漁業協同組合、仙台
地方振興事務所水産漁港部、水産技術
総合センター） 

１．調査概要 

・表面水温は15.0～17.6℃、比重は20.6～22.9でした。 

・表面水温は平均して16.4℃で、前回（１０月３０日）と比べて0.6℃低くなりました。 

・ほとんどの漁場で展開作業が行われていますが、大浜・花渕浜漁場の一部では重ね網

が見られました。 

・摘採可能なサイズに近づいた網も一部で見られました。 

・ノリの色調は概ね普通です。 
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２．注意事項 

◎葉体が十分伸び、摘採可能なサイズとなった網は、病害予防や品質管理の観点から

早めの摘採を行ってください。 

図 松島湾外洋部の水温・比重 

＊残留塩素は全測点で検出されませんでした。 

外洋部の水温、比重 

上段：水 温 （℃） 
下段：比 重 （б１５） 



３．漁場毎のノリの概要 
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珪藻 その他

室浜 2～11 普通 異常なし なし なし 単張り

大浜 0.5～2 普通 ヨジレ・細胞欠損 有り 有り ６枚張り

月浜 0.5～5 普通 ヨジレ 有り なし 単張り

里浜 0.5～2 普通 ヨジレ 有り 有り 単張り

石浜 4～30 普通 異常なし なし なし アオ有り・単張り

3～12 普通 チヂレ若干 やや多い なし 単張り

～32 普通 細胞欠損 なし なし アオ有り・単張り

～16 普通 異常なし なし なし 単張り

吉田浜 ～70 普通 チヂレ若干 なし なし 単張り

1～7 普通 異常なし なし なし 単張り

2～16 普通 一部冷凍障害 なし なし 単張り

花渕南 ～0.2 普通 ヨジレ・クビレ 有り 有り ５枚張り

菖蒲田浜 1～7 普通 異常なし なし なし 単張り

仙台 1～7 普通 チヂレ・ヨジレ なし なし 単張り

花渕浜

桂島

備　　　考漁　場　名 葉長（cm） 色　調 葉体の観察結果
網の汚れ

４．水  温  
簡易水温モニタリングシステムデータ 

水深：０．５ｍ  時間：１３：００～１５：００ 
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５．栄養塩の情報 
【元素濃度表示；μ g-at/L】

採水日 三態窒素 ﾘﾝ酸態ﾘﾝ 水温（℃） 備考
吉田浜 10月30日 11.5 0.9 16.0

花渕 10月30日 8.9 0.6 16.0

花渕南 10月30日 5.5 0.6 17.3

菖蒲田沖 10月30日 5.0 0.5 17.8

松ヶ浜 10月30日 4.3 0.4 18.1

10月30日 8.4 0.7 16.5

10月31日 11.2 1.0 16.6

石浜 10月30日 6.9 0.6 16.6

寒風沢前 10月30日 7.0 0.6 17.2

寒風沢 10月30日 7.1 0.6 17.4

里浜 10月30日 4.4 0.4 17.5

月浜 10月30日 5.3 0.3 16.8

大浜 10月30日 6.3 0.1 16.6

室浜 10月30日 11.1 0.6 16.3

仙台 10月30日 4.8 0.4 18.0

10月28日 4.6 0.4 -

11月1日 1.6 0.2 -

11月4日 0.4 0.1 -

新免 10月31日 12.6 0.8 -

牛生 10月31日 28.4 1.9 16.9

東宮浜 10月30日 15.0 1.3 -

10月30日 12.3 0.9 -

10月31日 16.2 1.3 16.6

赤沼 10月31日 8.9 0.9 16.8

代ヶ崎 10月30日 10.1 0.6 16.4

＊三態窒素とは硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素の合計値です。
＊三態窒素濃度が5μ g-at/L以上で色調が維持され、3μ g-at/Lを下回るように
　なると色落ちする傾向にあります。
＊今後も定期的に栄養塩情報を提供する予定ですので、サンプルの提供につい
　てよろしくお願いします。

漁場名

生産漁場

育苗漁場 矢板

生草

桂島

●週間予報  仙台管区気象台 平成２５年１１月６日発表 

 向こう一週間、気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日が多く、期間の後半は雪
が降る所もありますが、太平洋側では期間の前半は晴れる日があるでしょう。最
高気温・最低気温ともに、期間の前半は平年並か平年より高いですが、後半は平
年よりかなり低い見込みです。 

仙台の平年の平均気温 最高：１４．９℃、最低：６．４℃ 
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・本通報は、水産技術総合センターのホームページ及び携帯電話でもご覧になれます。 

 ホームページアドレス http://www.pref.miyagi.jp/mtsc/ 
                  

 

 

 

                携帯ホームページ 

 このＱＲコードを携帯電話のカメラ機能（バーコードリーダー
等）で撮影することにより、ホームページアドレスを簡単に取
得することができます。 

次回の調査は１１月１３日（水）に予定しています。 
問い合わせ先 ＴＥＬ 

水産技術総合センター：０２２５－２５－１０３２ 

仙台地方振興事務所水産漁港部：０２２－３６５－０１９２ 

宮城県漁協塩釜総合支所：０２２－３６３－１２４１ 

湾内水温モニタリングシステムの読み取りについて  

現在の水温が以下のアドレスから取得できます。 

※バーコードリーダー機能がない携帯電話，スマートフォン，らくらくホンの方は，下
記アドレスをインターネット機能より入力実行して下さい。 

http://www.suion-miyagi.jp/mobile.php?LC=miyagi 

またスマートフォンの場合，下記のURLをインターネット機能より入力実行を行うと，
パソコン用HPの閲覧も可能です。 

http://www.suion-miyagi.jp/ 

●１ヶ月予報  仙台管区気象台 平成２５年１１月１日発表 

＜予想される向こう１か月の天候＞ 

 東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。向こう１
か月の平均気温は、高い確率５０％です。週別の気温は、１週目は、高い
確率５０％です。２週目は、平年並または高い確率ともに４０％です。 


