
木村 鎚即 

このたび 鮭鱒 ふ化事業 100 年史の 編 さんの委員長を 御引 き受 げすることに 

なって，終戦の 頃 の記録が 殆 んどないことを 知らされ，何か 書くことを約束 

させられてしまった。 今更とは思ったが ，再びめぐり 合う ことのない特異な 

時代であ ったからこそ ，勇断をもって 行動出来たと 考えられる点もあ り，満 

3 年余りの短期間で 不充分だったことも 多いが，思い 出すままに書くことに 

した。 

突然水産胎化場長の 発令を受けたのは 昭和 22 年 12 月，家族を引連れて 根室 

から札幌 へ来 たが，官舎には 前任の野田信使さんが ，行く先も決まらないで 

気の毒な状態でおられたので ， しばらくは若人 寮 に落ちついたが ，さて何か 

ら手をつげようかと 思案した。 ふ化場は戦時中の 5 年間を過ごした 所だから， 

勝手は承知しているつもりだった。 戦時中ずっと 手掛けていた 鯨のふ化事業 

や内水面の増殖事業は ，踏襲する程度にとどめ ， 択捉 ， 国 後の資源地を 失っ 

た 鮭鱒 のふ化事業に 的をしばり，再編成して 全力を傾げて 資源の造成を 図ろ 

ぅと 決意したのであ る。 

1  業務体制の改善 

その当時のふ 化場は，本場 ( 場長と事業，調査，庶務の 3 主任 ) と 4 文場 

となっていた。 このワンマン 体制を排除して ，皆で力を合せて 再建を図る外 

はないと思い ，本場には次長を 置き，庶務，事業，企画，調査の 4 課を設け 

て渡島と天塩を 支場にして 6 文場とした。 それぞれの部署で 責任をもって 仕 

事をしてもらいたかったからであ る。 

戦後の特別の 時期だといっても ，官庁の制度の 改革であ る。 種々いわれた 

が， 何とか押し通した。 よく許してくれたものだと 思う。 遺憾だったのは ， 
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会計課を作れなかったことで ，道の事務屋さん 方に " 一度にそんなに " とい 

う空気があ って ， " 次の機会に " と妥協してしまった。 このことを，果さな 

いままに退任してしまったことが 憎 まれる。 

2  身分の問題 

体制の改革と 共に持ち出したのが ，身分の問題であ る。 事業官庁であ って 

も 300 人以上の大世帯で ，場長だけが 高等官，あ とは判任官， 雇 ，傭人とい 

うところは他に 例を見ない。 次長，課長及び 文場長は高等官にしてくれと 掛 

け合ったものであ る。 当時の道庁では ，高等官と判任官は 食堂から便所まで 

違う 程 ，格段の差があ ったのであ る。 道からは国から 枠がもらえないことを 

理由にはねつけられてしまった。 

それではと 上 ． 京し ，自治省の局長にお 会いして事情を 説明し懇願した。 3 

日間通ってようやく 事務官 仁 話せということになって ，検討してもらえる 約 

束を取り付けた。 鬼の首でもとったような 気持ちだったが ，その後，高等官， 

判任官の呼称は GHQ の命によって 廃止され，全部，技師，主事の 呼称とな 

って問題はなくなって 困ったのであ る。 もし，実現していれば 2 等級くらい 

の人が数人いた 筈で，残俳に 思ったが後の 祭りであ る。 

3  鮭鱒 ふ化事業が国費支弁となった 経緯 

この事業は従来は 拓殖 費 で賄われていた。 終戦で地方自治の 制度も変わっ 

たため，拓殖事業は 解体され，ふ 化事業は農林省予算となり ，昭和 22 年度は 

全額補助として 北海道に流されていた。 

昭和 23 年度の予算要求に 際して水産局から 呼び出しを受けた。 今まで予算 

は道庁と折衝していただけなので ，始めてのことであ り，事務の人たちに 聞 

いてもど う するのか判らない。 まま よ ，実状を話すまでのことと 一人で上京 

した。 前年通り補助事業でよいのかと 思案した。 水産局では，本州の 府県 同 

様に補助事業とすることになっていた。 当面の事務取扱いは 水産局の調整二 

課で，課長は 高橋清三郎さん ，係長は後に 場長となられた 五十嵐武雄 ( 重四 

郎 ) さんであ った。 ここで最大の 資源基地の択 捉 ， 国 後を失った 今 ，日本で 

鮭鱈 資源基地を作れるのは ，北海道をおいて 他にないこと ，北海道では 体制 

を立て直して 資源の造成に 取り組んでいること 等を説いて，国費支弁で 国と 

しても特別に 力を入れてほしいとお 願いした。 前記のお二人にはわかっても 
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わったが，予算の 取扱いは総務課で ，ここも何とか 説得し，次は 農林省，大 

蔵 省だが，高橋課長にご 案内項 ぎ 大いに助かった。 当時はまだ中央の 省庁は 

方々の， ラ ， ク 等に分散していて ，田舎者の私には ，どこへ行ったらよいか 

見当がつかないことが 一番の悩みであ った。 

この説明のとき ，必ず出たのが 各府県と同様に ，北海道も双年通り 補助事 

業 でよいのではないかという 話であ る。 

私は北海道が 長期に 亘り ，民営のふ化事業を 官営に移管した 経緯，努力と ， 

択捉 ， 国 後を失った現在では ，北海道を資源造りの 基地とする以覚に 道がな 

いことを説明し ，将来は受益者負担の 考え方を導入すべきではあ るが，今は 

国費支弁として 基礎の充実を 図るべ き だと粘った。 

中央官庁を動かすには ，国会議員の 応援がおおいに 物を言うことは 今も昔 

も同様であ る。 幸いにも網走出身の 林 好次 先生が ， 私の主張に共感し ，熱弁 

をふるって応援して 頂いたこともあ って，国費支弁は 支場からの要求を 上回 

る前年度 補助全額の 2 倍弱の 2196 万円を獲得し 道庁へは委託事業費とし 

て流すことに 決まり，ほっとして 帰場 することができた。 

あ の時私が押し 切られてしまったら ，本州のふ化場のような 全く別な形の 

ものになってしまったのではなかろうか 0 

4  捕獲事業に道 費 予算の導入 

やっと国費支弁と 決まった 23 年度のことであ る。 6 月に水産局から 予算の 

示達を受けたので、 喜んで直ちに 支場長会議を 開 き 予算の配布を 行った。 当 

時は ， ふ化場で手におえない 大規模な捕獲 場 だけを半田芳男氏が 作った養殖 

水産組合に委託し ，その他は全部事業場が 担当していたので ，秋のそ上期を 

控え急いで資材の 購入・捕獲の 準備作業に入った 訳であ る。 

8 月中旬，水産局から 農林省の次官通達として ，備品，消耗品，賃金など 

の 需要 費の 10% 削減の通知を 受けた。 

大変なことになったと 直ちに上京し ，水産局へか け つげてその不当性を 訴 

えたが，農林省から 通達を受けたのだからどうしようもないというのであ る。 

それでは農林省 と 掛け合おうと ，高橋調整二課長にご 案内願って農林省の 会 

計課長を訪ねた。 会計課長は伊藤正義氏 ( 後の水産庁長官，外務大臣 ) であ 

った 。 伊藤課長から " 各省の次官会議の 決定を通達したもの、 今さら変更な 

ど出来ない " とつっぱねられた。 しかし，私としてもそんなことで 引 き 下が 
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ってはいられない。 その後の事業が 出来なくなるかも 知れない瀬戸際なので 

あ る。 " 予算通達を受けたので ，各事業場では 目前にせまった 捕獲事業の準 

備に取りかかった。 もし 10% の削減を了承したら ， 殆 んど賃金が支払えない 

ので事業を中止せざるを 得なくなる。 これではふ化場の 存在が無意味になる 

のではないか " と反論したが ，伊藤課長は。 そうなっても 止むを得ない " と 

いうことで第 1 日目の折衝は 終った。 10% 削減は動かし 難いものであ ること 

を悟ったので ，捕獲事業を 縦割にして，削減 分 に相当する捕獲事業は 道 費 で 

実施すれば国の 収入は若干減少するが ，事業だけは 予定通り出来ると 考えた 

のでこの方向で 折衝した。 

このまま全部の 事業場の捕獲事業費を 横割に 10 老 削減すれば，前述のよう 

に 捕獲は中途で 止め ほ げればならないし ，その結果資源も 出来ず，収入も 殆 

んどないことになるが ， 縦 割に削減して 事業を道 費 で行えば，資源は 予定通 

り出来る。 日本の鮭資源を 造るために是非この 方法を取らせてほしいとねば 

った。 折衝 5 口目ようやく " 判った、 事務官と相談してくれ " というお許し 

が出て結着した 訳であ る。 

勇躍 帰礼 し，直ちに道の 文木総務部長に 事の次第を報告，収支のバランス 

をとって 道費 には一切迷惑をかげないことを 約して， 鮭鱒 捕獲事業費を 予算 

に計上していただくことを 認めてもらった。 

捕獲事業の改善をこの 千載一遇のチャンスに 生かすことを 決意し，規模が 

大ぎく，且つ 内容を改善すれば ，収入を見込める 捕獲場を選定し ，設備費 と 

賃金，密漁取締 費 等を充分に組み 込んだ 道費 予算 1053 万円を新規に 獲得する 

ことができた。 これは国費の 当初予算の半額に 近い額で， ここでは思いのま 

まに事業ができたので ，収入も予定以上となり 道に対しても 面目が立った。 

焼け太りで予算が 当初の 5 割増となったのはよかったが ， 道費 に繰り替え 

た捕獲 場は ，国費で支出した 分を返納して 購入する手続きを 取らなければな 

らなかったので ，会計の諸君には 飛んだ忙しいめに 合わせて申し 訳なく思っ 

ている。 

翌 24 年度もこの事業形態を 認めてもらったので ，国費 3245 万円， 道費 1547 

万円と前年の 1.5 倍となり，私が 着任した昭和 22 年度の鮭 鱒 ふ化事業費 1187 

万円に比し，約 4.5 倍にすることができて ，何とか戦後のインフレの 波を乗 

り 越えることができたのであ る。 
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5  5 か 年計画の樹立 

鮭鱒 ふ化事業は昭和 9 午に官営移管の 際に計画が改訂され ， 鮭 3 億粒， 鱒 

1 億 2 千万粒の採卵を 目標とし終戦までこの 目標を変えていなかった。 終戦 

で 択捉 ， 国 後の 2 大資源地を失ったが ，本道でこの 資源を取りもどし ，更に 

日本の資源造成の 基地としなければならない。 そのために企画課を 作った ね 

げで，新しい 目標をたてなければならぬと 考えたのであ る。 

新しい予算を 獲得するためにも ，協力団体に 協力を願うにしても ，ふ化場 

がはっきりした 目標をもっていなければ 物が言えないと 考えたので， 5 か 年 

計画を作成した。 鮭 4 億 8 千万粒， 鱒 2 億粒の採卵を 目標とするというもの 

であ った。 ふ化場としては 最初の 5 か 年計画で，当時としては 精一杯の計画 

であ り， 鮭鱒 資源造成に対する 決意の表明でもあ った。 

6  調査，実験の 奨励 

ふ化場の技術者は ，民営ふ化場から 移管で受け入れた 人達が多かったこと 

もあ って ， " 実技さえできれば‥という 風潮があ った。 技術者には科学する 

もがなくてはならないと 考えていたので ， 23 年度の配布予算が 各支場の要求 

額より多かったのを 機に，簡易な 調査や諸種の 実験を行って 技術の向上に 努 

めてほしいと 要望した。 私は考えていたものを 登 若君に作らせて ，実験につ 

いては，ふ化器は 江口君，捕獲装置については 佐野文場長に 協力を願った。 

実験はそれぞれ 一応の成果が 得られた。 ボックス式ふ 化器が考案されたのも 

その頃 で，大量の卵処理の 必要から生まれたものであ る。 新しい目が開かれ 

たと心強かった。 

私の考えたふ 化器は後に多段式ふ 化器に発展したが ，捕獲装置は 後に原理 

を十分理解しないまま 使用したため ，失敗し中断してしまった。 如何にも残 

念なので一昨年再び 実験して， 「 魚 と卵」に発表したので 今度は実用される 

のではないかと は 、 っている 0 

7  当時の協力 体 と連合会の設立 

㈹ 北海道 鮭鱒 養殖水産組合 

昭和 9 年官営移管で 初代の鮭 鱒僻 仕場長となった 半田芳男氏が 退官され 

て， ふ化場が親魚捕獲を 委託していた 北海道 鮭鱒 保護組合を改組 し ，北海 

道 鮭鱒 保護協力組合とし ，自ら組合長となり ， 親 魚の払い下げを 受けて そ 

一 23 



の 利益でふ化場の 予算不足をカバーして 協力していただいた。 また，この 

団体は受益団体であ るが 21 年に法人化して 標記の水産組合とな   
で，密漁取締費を 警察に提供する 等協力を惜しまなかった。 

あ の頃 の密漁は実にひどかった。 戦時中から食糧不足で 食べ物に対して 

は異状な関心を 持っていたが ，官営事業ということが 大きな抑止力となっ 

ていた。 終戦でこの 力 が 殆 んど働かなくなったのだから ，大手を振って 密 

漁するとまではいかないにしても ，目の前に群がる 大きな鮭は垂えんの 的 

で密漁者が群がり 出たのであ ろう。 

ふ化場としても 密漁取締のための 取締要員を増加して ，警察と一緒に 必 

死になって密漁防止に 当たった。 

十勝川などは ， 数 ¥W 名の暴力団体が ，警察の動ぎからふ 化場の動きまで 

監視し，通報し 合って大がかりな 密漁をする。 その規模はふ 化場の捕獲事 

業とは比較にならぬ 程 大規模であ った。 千代田堰堤の 付近では特にひどく ， 

一般の人たちも 目に余ったのであ ろう。 国会議員の永井さんが " 警察やふ 

化場は何をしているのか " と騒ぎたてたので ，新聞は一斉に 大々的に書き 

立て， 道 会議員も議会で 質問する等で 大変な騒ぎであ った。 

(2) 各地の協力会 

民営時代にかかわりのあ った団体が，そのまま 協力 体 として協力         

れていた所もあ ったが，各事業河川とも 前記のような 密漁者がばっこする 

状況なので，各地の 町村を主体に 協力会を作らせ ，採卵済みの 親 魚を安値 

で 特配するなどして ，密漁防止に 協力を求めた。 町村長としても ，僅かの 

魚を密漁してあ げられる住民の 姿を見ていただけに ，諸手をあ げて賛意を 

表し，主要河川の 沿川の町村は ，大部分が協力会を 作って密漁 防 上に協力 

してくれた 0 

(3) 協力会連合会の 設立 

鮭 鱒の資源を増大するためには 卵の移植等の 施設が必要で ， 卵を融通し 

含 う ためにも， 各 協力体が連帯してふ 化場の計画を 助けてくれる 協力会連 

合会の必要性を 痛感していた。 各協力会には " 放流すれば必ずその 川にも 

どる " ということだけを 強調して協力させていたこともあ って ， 卵は全部 

地元の川に放流させようとする 空気が非常に 強かったためであ る。 

また最大の協力体であ る養殖組合が ，受益団体で 協力費の受け 入れが問 

題になる恐れもあ ると は、 っ たので，連合会の 一員として，協力してもらえ 
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ばよいのではないかという 考えもあ ったからであ る 0 

昭和 23 午に松原正介君が 樺太から，からだひとつで 引き揚げ ， 私を頼っ 

て訪ねてきた。 級友だったので ，遠慮なく自分の 考え方を話しているうち 

に話が連合会の 構想に及んだ。 松原君は " 掩にやらせて 見てくれないか ", 

" それじゃやってくれるか " ということで ，彼に担当してもらうことにな 

っ たのであ       

彼の性格はもとより ，樺太での業績も 承知していたので ， 彼 ならやって 

くれると信じたからであ る。 岡君にふ化場の 一角に机を与え ，連合会作り 

に専念してもらった。 彼は半年がかりで 各協力会を説ぎまわって 恨 まわし 

を行い ， 私も養殖組合の 半田さんとも 十分話し合って 賛意を得ていた。 各 

地の協力会の 会長には町村長が 多く， 鮭 鱒の漁業者もいた。 これらの協力 

会長をまとめて ，ふ化場の考え 方に協力し，全面的に 支援して下さる 方に 

会長になってもらわなくてはならない。 林 先生ならという 考えが頭をよぎ 

った。 先生は鮭 鱒 業界とは無縁の 人であ った。 しかし，予算獲得の 際，私 

の考えを十分理解されていたし ，識見も持って 居られたので ，この構想も 

ぎっとわかっていただけると 確信していた。 先生にお会いして 説明したと 

ころ， ご 快諾を得たので 昭和 24 年 10 月 21 日，本場で発会式を 行った。 

この連合会は 発足以来事務所を 本場内に置き ，会長は林 好次 氏から 前 標 

津町長で道会議員となった 尾崎勇氏に，事務局は 松原匡介君から 小林 教 岡 

君へと引き継がれて ，昭和 26 年北海道 鮭鱒 増殖漁業協同組合に 統合するま 

で ，ふ化場と一体になって 事業推進に力をづくしたが ，旅費の立て 替えか 

ら生活物資の 購入等で，辺地の 場 員 にも親しまれたものであ る。 

これらの協力体から 昭和 23 年度は 80 万円， 24 年度は 269 万円， 25 年度は 1 

620 万円と，国費予算の 約半分に相当する 協力費を拠出して ，密漁取締費 

や施設の強化に 協力してもらったが ，官庁としては 出しにくい捕獲事業を 

かかえていただげに ，大いに助かった 0 

この協力費を 加えると，着任した 昭和 22 年に比べて 5 倍の規模になった 

こともうれしかったが ，何より官民一体となって 鮭鱒 ふ化事業に取り 組む 

体制が出来上がったことに 満足したものであ った。 

8  GHQ の調査と勧告 

GHQ の顧問の立場で ，スタンフォード 大学のリッチ 博士とワシントン 大 

学のバンクリーブ 博士が相次いで 調査に来られた。 
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" 人工ふ化がよいとし ぅ が，生物学的な 立証がないではないか ， ァメリヵ 

のように天然ふ 化で増殖を図るべ きだ " というのであ る。 

" 日本の自然環境は 天然ふ化に 頼 れるような状態ではないし ，社会環境も 

悪いから人工ふ 化で行 うよ り外はない " と説明したのだが ，なかなか納得し 

てくれなかった。 後に内水面 水 試の場長になられた 黒沼 勝 造反 が ，バンクリ 

一ブ 博 土の通訳として 来られ，私も 十勝まで同行して 実情を見てもらったが ， 

彼自身アメリカで 勉強したためか ，天然ふ化でなければならぬという 植え付 

いた観念を持っていて ， こちらの考え 方が博士に十分伝えられない。 私は語 

学の勉強不足を 悩んだものであ る。 仕方がないので ，初代の水産学部長をや 

られた応用動物の 犬飼先生にお 願いして，直接 GHQ に行って説明していた 

だいた。 そのためか，勧告は 厳しいものであ ったが， " 天然ふ化に変えよ " 

とは書いていなかった 0 

勧告は行政にも 大きな影響を 与えたはずで ， もし " 人工ふ化は不可 " など   

と書かれたら 心配だったが ，結局，試験研究が 正式に認められるようになっ 

て，ふ化場のためにはよかったのでなかろうか。 

9  点と卵の発刊 

ふ化場の場員の 多くは，移管に 伴って 場員 となった人たちであ る。 しかも 

その大部分は 人里離れた事業場にいて 種々の情報を 得る機会が極めて 少な 

い。 この場 員 のため，また 各地の協力会の 皆さんにふ化場の 考えを正確に 伝 

え 理解してもらうためにも ，肩の凝らない 小誌を作ることが 夢であ った。 紙 

も満足に得られない 時代であ ったが，幸いにも ，秋庭銭 之 ，佐々木正夫の 両 

君が意を体して 努力してくれたので ，昭和 25 年 1 月に創刊号を 出し毎月発刊 

できた。 それが今日まで 続けられていることは ，湯具各位の 努力の賜物と 感 

謝している。 

後のことだが ，私が北海道水産資源技術開発協会を 作り，「育てる 漁業」 

を毎月，「養殖漁場水温観測」を 旬報と年報で 発刊したが， 10 年後にこの協 

会が解散し，北海道栽培漁業振興公社に 引き継がれた 後も継続して 発刊され 

ている。 継続発刊するということは 非常な努力のいることだが ，小さいもの 

でもそれなりの 価値を持って 来るものであ る。 私の発案した「 魚と卵 」が， 

上記の二つ発刊 物 と共に次から 次へと引き継がれ 社会に貢献していること 

は、 発案者として 非常に満足だしまた 自慢してよいことだと 考えている。 



10 解決したかった 問題点 

予算折衝に当たって ，中央は常に 補助金ではどうかと 強く反発されたが ， 

何とか国費支弁にしてもらったことは 前に書いた通りであ る。 

その時私は " いずれは受益者負担の 考え方を導入したいが ， まず， 日本の 

資源造りの基礎を 固めるために 国費で事業をやる 必要があ る " と述べた。 こ 

の 経緯もあ るので， 帰場 してから課長会議で 皆で考えてもらうことを 提案し 

ていた。 

もう一つは，会計の 問題であ った。 人工ふ化事業は ， 親 魚の捕獲から 放流 

まで一貫し，行うことが 望ましい事であ る " しかし， 100 か 所以上の捕獲 場 

で ，毎日とれる 親魚の受け払い ，払い下げの 会計事務は，会計規則にのっと 

れば，少数の 場 員 では処理し切れず 至難であ るばかりでなく ，捕獲現場での 

漁夫の食糧，逃避 魚 ，出水時等の 地方住民の協力に 対する謝礼，交際に 必要 

な魚の処置まで ，本場で会計の 立場から適確な 指示を出す訳にもいかない。 

そのため，それぞれ 現場の常識で 処理されていたのが 実情だったので ，一歩 

誤れば問題が 起きる可能性があ り，官庁で行う 事業としてなじまないものが 

あ って，何らかの 対策を講じなければならぬと 考えていた。 

後になって，意を 継いだ幹部諸君が ，協力機関を 統合して，捕獲事業を 全 

面的に委託実施させる 北海道さげ・ます 増殖事業協会の 設立を見たことはう 

れしいことであ るが， 場員 が捕獲事業に 直接携わることが 少なかったことと ， 

連合会で行っていたような 協力体制の影が 薄れたことはまことに 寂しい。 

今になって，コンサルタント 協会を作りその 一部の機能を 回復したが，ふ 

化事業を更に 発展させるために ， 国 と協力団体のあ り方をともども 考え直し 

て見る時期に 来ているのではなかろうか 0 

( 元北海道さけ・ますふ 化場長 ) 
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