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４．漁業関係者への研修・技術指導の実績 
担当部署 年月日 会議、集会名/内容等（対象） 場所 

海洋資源科 

R01/05/21 ばいかご漁業者部会 JFしまね大田支所 

R01/06/15 島根県小型底曳船協議会 大田市商工会議所 

R02/01/23 天然アユがのぼる江の川づくり検討会環境部会 川本合庁 

H31/03/24 天然アユがのぼる江の川づくり検討会（中止） 川本合庁 

R01/05/21 ばいかご漁業者部会 JFしまね大田支所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用化学科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H31/04/05 
水産物の品質評価技術相談/サゴシ干物などの一般成分分析(水

産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/08 
水産関係技術情報提供/島根県産サワラのおいしさに関する情報

提供(水産流通業者（仲買）) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/08 
水産物利用加工技術相談/サバ出汁試作試験の相談(水産加工業

者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/10 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の検量線の数値補正(漁

業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/10 
水産物利用加工技術相談/干物包装時のピンホール対策試験(水

産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/11 
水産関係技術情報提供/アジの匂い成分に関する情報提供(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/12 
水産物利用加工技術相談/サバのぬか漬けの官能評価試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/15 
水産物の品質評価技術相談/天然ワカメのストック技術試験(水

産加工業者) 
隠岐の島町 

H31/04/17 
水産関係技術情報提供/天然ワカメの葉体の異常に関する相談

(漁業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/17 
水産物利用加工技術相談/ジョロモクの加工品試作試験の依頼

(漁業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/18 水産関係技術情報提供/コウダカカレイに関する情報提供(行政) 水技センター浜田庁舎 

H31/04/18 
水産関係技術情報提供/ワカメの寄生虫などに関する情報提供

(行政) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/18 
水産物利用加工技術相談/イカの一夜干しの一般生菌数検査(行

政) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/24 
水産関係技術情報提供/膨張缶詰の原因に関する情報提供(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

H31/04/24 
水産物利用加工技術相談/ノドグロ桜干しの一般生菌数および水

分活性試験(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 
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利用化学科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R01/05/08 
水産関係技術情報提供/天然ワカメの葉体の異常に関する相談

(漁業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/10 
水産物の品質評価技術相談/天然ワカメのストック技術試験(水

産加工業者) 
隠岐の島町 

R01/05/14 
水産関係技術情報提供/アラメのヒ素含量に関する情報提供(行

政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/15 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の検量線の数値補正(漁

業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/16 
水産関係技術情報提供/どんちっちアジの脂質に関する情報提供

(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/22 
水産関係技術情報提供/干物のカビ防止に関する相談(水産加工

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/22 
水産物利用加工技術相談/アナゴ中骨、頭部の利用加工に関する

相談(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/23 
水産関係技術情報提供/どんちっちアジの漁獲量に関する情報提

供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/05/30 
浜田市ブランド化戦略会議専門部会/新たな脂質測定器に関する

情報提供(漁業者、漁業者団体、行政) 
浜田市 

R01/05/31 
水産関係技術情報提供/文化干し、文化ガレイに関する情報提供

(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/03 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の検量線の数値補正(漁

業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/04 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の測定方法に関する技術

指導(漁業者団体) 
浜田漁港 

R01/06/05 
水産物利用加工技術相談/フグのフリーズドライ試験(水産加工

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/05 
水産物利用加工技術相談/冷凍サバを用いた出汁作製試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/06 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の測定方法に関する技術

指導(漁業者団体) 
浜田漁港 

R01/06/10 
水産物利用加工技術相談/瓶詰めの種類と殺菌条件に関する情報

提供(水産高校) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/11 
水産物利用加工技術相談/冷凍サバを用いた出汁作製試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/14 
水産物利用加工技術相談/ノドグロ干物の冷凍による変色関する

試験(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 
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R01/06/17 
水産関係技術情報提供/カットワカメの異物に関する情報提供

(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/17 
水産物利用加工技術相談/冷凍サバを用いた出汁作製試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/18 水産関係技術情報提供/アオノリの養殖方法の情報提供(行政) 水技センター浜田庁舎 

R01/06/21 
水産物利用加工技術相談/イカ珍味調味液の一般生菌数および保

存試験(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/24 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の測定方法に関する技術

指導(漁業者団体) 
浜田漁港 

R01/06/24 
水産物利用加工技術相談/冷凍サバを用いた出汁作製試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/25 
水産物の品質評価技術相談/どんちっちアジ（生）などの一般成

分分析(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/25 
水産物利用加工技術相談/フグのフリーズドライ試験(水産加工

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/26 
水産物利用加工技術相談/サバ、トビウオの出汁配合試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/27 
水産関係技術情報提供/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試験相

談(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/06/28 
水産物利用加工技術相談/サバ、トビウオの出汁配合試験(水産

加工業者) 
東出雲町 

R01/07/01 
水産物利用加工技術相談/フグのフリーズドライ試験結果報告

(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/02 
水産関係技術情報提供/天然ワカメのストック技術試験結果報告

(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/09 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/11 
水産関係技術情報提供/地元の出汁を使った商品開発の相談(水

産加工関係業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/16 
水産関係技術情報提供/沖合底びき網ブランドの新規格の説明

(漁業者団体、水産加工業者) 
浜田市 

R01/07/16 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/17 
水産関係技術情報提供/高鮮度出汁に関する情報提供(水産加工

関係業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/17 
水産物利用加工技術相談/生サバを用いた出汁作製試験(水産加

工業者) 
水技センター浜田庁舎 
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R01/07/18 水産関係技術情報提供/窒素氷に関する情報提供(漁業者) 水技センター浜田庁舎 

R01/07/19 
水産物の品質評価技術相談/アナゴ中骨のミネラル分析(水産加

工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/20 
大社活け締め講習会/イカ墨抜き等指導(漁業者、漁業者団体、

行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/22 
水産物利用加工技術相談/生サバを用いた出汁作製試験(水産加

工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/23 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/25 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定器の測定方法に関する技術

指導(漁業者団体) 
浜田漁港 

R01/07/29 
水産関係技術情報提供/タコ加工品の異物に関する情報提供(水

産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/07/30 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/08/01 水産物利用加工技術相談/ジャム等の PHの測定方法(水産高校) 水技センター浜田庁舎 

R01/08/05 
水産関係技術情報提供/沖合底びき網ブランドの新規格の説明

(漁業者、漁業者団体等) 
水技センター浜田庁舎 

R01/08/06 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/08/21 
水産関係技術情報提供/ノドグロの大きさと脂質に関する情報提

供(その他) 
水技センター浜田庁舎 

R01/08/25 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/08/27 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/08/28 水産関係技術情報提供/ワムシの細菌数に関する情報提供(行政) 水技センター浜田庁舎 

R01/08/30 
水産物利用加工技術相談/カレイ、ヒラメ冷くん試作依頼(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/02 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/03 
水産関係技術情報提供/ヒスタミン濃度と刺激に関する情報提供

(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/03 
水産関係技術情報提供/天然ワカメのストック技術に関する情報

提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/03 
水産関係技術情報提供/天然ワカメのストック技術に関する情報

提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 
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R01/09/03 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/04 
水産関係技術情報提供/天然ワカメのストック技術に関する情報

提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/05 
水産関係技術情報提供/天然ワカメのストック技術に関する情報

提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/05 
水産物の品質評価技術相談/アカムツなどの一般成分分析(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/05 
水産物の品質評価技術相談/アナゴ中骨の一般成分分析(水産加

工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/11 
水産関係技術情報提供/窒素水の魚類体色に及ぼす影響に関する

相談(その他) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/12 
水産関係技術情報提供/脂質測定器の検量線作成相談(広域漁業

者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/12 
水産物の品質評価技術相談/アカエイ肝臓の脂質などの分析依頼

(大学) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/17 
水産物利用加工技術相談/アマダイ、真鯛フィレー味噌漬け試験

(漁業者団体等) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/17 水産物利用加工技術相談/サワラ出汁作製試験(水産加工業者) 水技センター浜田庁舎 

R01/09/19 
水産物利用加工技術相談/マダイなど冷くん試作試験(漁業者団

体等) 
水技センター浜田庁舎 

R01/09/24 

 

水産関係技術情報提供/イワガキの大腸菌浄化法に関する情報提

供(県外行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/01 
水産関係技術情報提供/アンコウ肝の冷凍保管方法に関する情報

提供(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/02 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/02 
水産物の品質評価技術相談/脂質測定技術指導（石巻）(広域漁

業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/02 水産物利用加工技術相談/スズキの冷くん試作の相談(その他) 水技センター浜田庁舎 

R01/10/03 
水産物利用加工技術相談/カレイ、ヒラメ冷くん試作試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/04 
水産関係技術情報提供/ジョロモクの加工品試作に関する報告

(漁業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/08 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 
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R01/10/09 
水産関係技術情報提供/今年度のどんちっちアジの漁獲状況に関

する情報提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/09 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/10 
水産関係技術情報提供/今年度のどんちっちアジの漁獲状況に関

する情報提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/11 
水産関係技術情報提供/サワラ出汁に関する情報提供(水産加工

関係業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/15 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/16 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/17 
水産関係技術情報提供/浜田港に水揚げされるアカムツの漁獲量

の情報提供(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/17 
水産物利用加工技術相談/フグのオイル漬け加工試験(水産加工

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/18 水産関係技術情報提供/ウニの冷凍方法の相談(冷凍機メーカー) 水技センター浜田庁舎 

R01/10/18 
水産関係技術情報提供/天然ワカメのストック技術に関する情報

提供(漁業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/21 
水産関係技術情報提供/シイラは白身魚/赤身魚であるかに関す

る情報提供(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/23 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/23 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ムラサキウニ篭蓄養試

験(漁業者団体) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/25 
水産関係技術情報提供/中山間部のサバ、サメの食文化に関する

情報提供(マスコミ) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/28 
水産物の品質評価技術相談/ヒオウギガイの一般成分分析(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/30 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/10/31 水産関係技術情報提供/活ウニ試験の相談(その他) 水技センター浜田庁舎 

R01/11/01 
水産関係技術情報提供/シジミのオルニチン量に関する情報提供

(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/01 
水産関係技術情報提供/加工品宣伝 POP内容に関する相談(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 
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R01/11/01 
水産関係技術情報提供/缶詰の賞味期限などの情報提供(水産加

工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/05 
水産関係技術情報提供/シジミのむき身手法に関する情報提供

(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/05 水産物利用加工技術相談/ガンガゼ味噌試作試験(漁業者) 水技センター浜田庁舎 

R01/11/06 
水産物利用加工技術相談/カレイ、ヒラメ冷くん試作試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/18 
水産物利用加工技術相談/カレイ、ヒラメ冷くん試作試験(水産

加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/19 
水産関係技術情報提供/サバ缶中の白い異物に関する情報提供

(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/20 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/20 水産物利用加工技術相談/ガンガゼ味噌試作試験(漁業者) 水技センター浜田庁舎 

R01/11/21 
水産物の品質評価技術相談/ユメカサゴみりん干しなどの一般成

分分析(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/21 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/25 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/26 
水産物の品質評価技術相談/スルメイカ肝臓などの一般成分分析

(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/11/28 
水産関係技術情報提供/アンコウ、アナゴのコラーゲンに関する

情報提供(行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/03 水産物の品質評価技術相談/アカエイの鮮度分析(大学) 水技センター浜田庁舎 

R01/12/04 
水産物の品質評価技術相談/アカエイの遊離アミノ酸、総脂質分

析(大学) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/05 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/06 
水産関係技術情報提供/どんちっちアジの脂質測定に関する情報

提供(県外行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/11 水産物利用加工技術相談/ガンガゼ冷くん試作試験(漁業者) 水技センター浜田庁舎 

R01/12/12 
水産物の品質評価技術相談/沖合底びき網ブランド魚の鮮度調査

(漁業者、漁業者団体、行政) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/19 水産関係技術情報提供/活ウニ試験に関する相談(その他) 松江市 

R01/12/23 
水産物の品質評価技術相談/培養ワムシの脂肪酸組成分析(漁業

者団体等) 
水技センター浜田庁舎 
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R01/12/24 
水産物の品質評価技術相談/ガンガゼを用いた活ウニ試験(その

他) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/25 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/26 
水産関係技術情報提供/アオハタの寄生虫の情報提供(県外漁業

者) 
水技センター浜田庁舎 

R01/12/27 
水産関係技術情報提供/アカムツなどの一般成分結果の情報提供

(水産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R02/01/07 
水産物の品質評価技術相談/キャベツ給餌ガンガゼ蓄養試験(漁

業者) 
水技センター浜田庁舎 

R02/01/16 
水産関係技術情報提供/トビウオの加工品に関する相談(県外水

産加工業者) 
水技センター浜田庁舎 

R02/01/16 
水産関係技術情報提供/どんちっちアジの鮮度調査結果に関する

情報提供(県外行政) 
水技センター浜田庁舎 

R02/01/16 水産関係技術情報提供/カニ甲羅の入手先の相談(水産加工業者) 水技センター浜田庁舎 

浅海科 

H31/4/12 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 七類地区 

H31/04/26 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 笹子地区 

R01/05/28 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 片句地区 

R01/06/11 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 河下地区 

R01/08/29 サルボウガイ人工種苗生産指導（中海漁協漁業者） 万原地区 

R01/09/03 サルボウガイ人工種苗生産指導（中海漁協漁業者） 万原地区 

R01/09/04 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 七類地区 

R01/09/05 サルボウガイ人工種苗生産指導（中海漁協漁業者） 万原地区 

R01/09/06 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 七類地区 

R01/09/11 ワカメ養殖技術指導（ワカメ養殖業者） 片江地区 

R02/02/18 サルボウガイ養殖指導（中海漁協漁業者） 安来地区 

 

 

 

 

 

内水面科 

 

 

 

 

 

R01/05/14 令和元年度宍道湖漁協青年部第 1回委員会（漁業者） 宍道湖漁協 

R01/07/23 益田地域広域市町村圏事務組合全員協議会（関係市町） 益田市役所 

R01/08/27 高津川漁業振興協議会（漁業関係、関係機関） 益田市内 

R01/09/30 種苗生産指導 江川漁協 

R01/10/17 内水面漁業の振興に係る学習会（内水面漁業関係者） 水技センター浜田庁舎 

R01/11/12 種苗生産指導 江川漁協 

R01/11/26 滋賀県議会琵琶湖対策特別委員会行政調査 水技センター内水面庁舎 

R01/12/02 種苗生産指導 江川漁協アユ種苗センター 

R01/12/06 宍道湖漁業協同組合ます網組合総会（漁業者） 松江市内 

R01/12/06 種苗生産指導 江川漁協アユ種苗センター 

R01/12/17 種苗生産指導 江川漁協アユ種苗センター 
 


