
~ 3月 1日からそ 情勢の中で難航が;
第10回日ソ漁業交渉

;スクワで始まる第 予想されるが，ソ;

~ 10回日ソ漁業交渉 政府代表顧問 連の政治力に押し f

jに，政府代表顧問 I日程~/-込E三 m 切られることのな

iとして参加するJII ) 11 均陶Z苓~~ノ いよう頑張って下

i端元治道水産会会 さい』と激励した。
二主L _ 、 、II~~^-i長の訪ソ壮行会が 三万ソ社十干了今き これに対し川端

i根室市，市内4漁 ・7 曹 ・一一..---.--・ 会長は『これまで，

i協組の共催で 2月 数回日る訪ソの

{ 9日午後時から根 経験を生かし，資

;室漁協組階ホール 一一根 室一一 源論も科学的に検

:で開かれた。 討して，納得のい

j 会場には以南サケ・マス業者，海産商 く線で妥結してきたい』とあいさっした。

3など関係者約 150人が出席，横田市長， 111端会長は同日根室を発ち，政府漁業交

;松浦根室サケ・マス部会長らがあいさつ 渉団と打合わせて， 2月26日ソ連に出発

iに立ち今回『の交渉は.非常にきびしい する。 (2月11日記)

LHv・・向4・4 ・内山内山町.........-・~・日・.....崎市内内山

-零細沿岸漁民に対策を…目H ・H ・

ホッキ貝を買ったら，昨年の値段の 3倍 が，漁業政策の焦点とされているc

なので、驚いた。『とれぬから高いJという返 資源保，護漁場改良，漁港，漁船の整備

事だったが，それだけでないと思う c ホッ 構造改善事業の実施，流通対策などが打ち

キを漁ずる零細漁民がわりあい好調に浅警 出され，政府も力をいれはじめた感じだが，

増殖を営めたり，中堅漁家に成長できるよ 若年労働力が他産業に流出，漁民の年齢構

うな集中的援助が可能ならば，もっと価格 成が老齢化している現状をどう見ればいし、

が安定するのではないだろうか。 のか，資本力の弱さが将来性の悲観と結び

『治岸漁業等振興法」の施行された昭和 ついて大量流出となっているのだが，全国

38年の統計を見ると，約67万人の漁民のう 的に5トシ以上10トン未満層が家族労働中心の

ち75%にあたる50万人が治岸漁業に従事し 5トν未満層に移行しているなかで，この近

ていながら，その生産量は35%弱にすぎな 代化施策がスムーズに浸透していくかどう

い。水産業界全体の実質所得の伸びは，ー か心配であるc

次産業としては比較的順調に推移している 零細治岸漁民を放置していては消費者の

ようだが，これは中以上の漁業，遠洋漁業 食卓へ安い魚 i匹供給することもむずかし

に依存したものである 3 当然，治岸漁民の くなってくる。

生活水準は低く，これをいかに改善するか (渡島管内八雲町・谷裕司=32歳・会社員)
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; 外務省筋が 1月別明らかにしたとこ 日本側は漁業協力の具体化のため昨年

jろによると，ソ連政府はこのほと亦城白 秋，イシコフ漁業伽来日を要誌同相

j民党政

4月後半から 6月までの聞に訪日するこ が，病気療養のため訪日の予定が遅れて

とになろう』と伝えて いたものであるο

きた。 4月---6月頃に 水産庁はイシコブ漁

赤城政調会長は昨年 来 日 か 業相の来日で日ソ漁業

5月，農相時代にイ γ 協力の具体化を話し合

コフ漁業相の招きで訪 うが，その際，日本側
イシコフ漁業相

ソ，日ソ漁業協力問題 のかねてからの希望で
安全操業話し合い

で合意に達し，また歯 ある歯舞，色丹周辺の

舞色周辺の安全操業にたし、する日本案を

j提 示ソ連t士一討することを約束

し，共同コミュエAケで、もこの旨発表したっ

春ニシン，

安全操業についても好意ある回答を携行

するものと期待している士

期待できそう
日本海
オホーツク海 魚群の動向に変化

一一 一一道水産部一一一一

今年を含めて，今後 2~3 年間の春ニシンのもょうは比較的良好で期待

がもてそうーーと道水産部は 2月11日道立水試のデーターをもとに発表

した。

日本海，オホーツク海の春ニシンの動rbJ 遊するが，この魚群がかなり発生して

は漁獲量の少なかった39年以前と比べてか いる。

なり変化があり，比較的良好な状態といえ ⑦礼文島を含む日本海北部に.索餌ニジ

るτ ンが.39年春から来遊するようになっ

現在のところ長期予報は困難だが，今後 た

2~3 年聞は漁獲高の増加が期待できると ⑦オホーツク南西に流氷があり，治岸の

みている。この理由としては，次の 5点が 水温が低下，ニシンの来遊をうながし

挙げられている。 ている。

①ニシン資源自体に明るさが出てきたニ ①植物性プランクトンの濃密集団が消滅

不漁年には 2~3年で成熟する漁が多 またイカ，ワカメが不漁であり，カレ

いが，最近は豊漁年のように 2~3 年 イの漁期が遅れていることもごシン来

でも未成熟の魚が多数混入している。 遊の環境条件として適している、

①36~37年生れの 4~5 年魚はことし回
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IIB和40年度鮭卵の移納

木{1工皮， 木j泊白にに守|卜川lけ叶'11"川Tiしf允、こ:監剣針|上千j糾\，~比l~，飢lは工ト欧吹:宍Lド災:ミミl以1 
司束1ぱ川河治海11刷J引I，{ベベ刈)にこ1俺也め rてとひ1'"正〈く ， i山河Ijl<はやや'Y'IM; 

みの川州出であったり

本道における ?lil! lll人Jh仰を数は80万足~，

1'i~卵数は 7 億 7 千万料余でサク，マスを fT

討するとJf卵数は交に 8f五平立を突品えした

従って，これに伴L、徐実以東海|乏からの

鮭卵移殖が行なわjしこの概況は F支の涌

りであるu

Illi庄内移殖

ほ)間:袋以東泌lズからの移9"tli

泌氏名 移舶WI，j数 filli考

オホーツク/fifi;{ 9，997 )jf;¥1受給|川をJJs

tR ' +ク 6，135クタ

fl 本タ 5，388ク イシ

燃袋以内ク 3，034ク ク

;¥1' 24，554クク

⑪供ヰfi侮|又からの移嫡

海|メ名 移舶卵数 備考

オホーツク/flll正 1，409J:iP受精I((i長卵

然災以内 ク 197ク ~IUH)[l 
t[. 1，606ク

@オホーツク海[永からの移雌1

海12-:名 移殖卵数 v1H考
襟裳以西海ri<: 605万粒 子cl¥t.l卵

百十 605 タ
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Oi，iijタトl名制

(木iむから本付。17県への移品l(i

ω僚主Ul、点的'JI.>(から 11本百lfiWJヘ
受給11;1.:名 移般卵数 備考

古 森 M 50 万平~r. 発出4卵

秋 1I1 県 150クタ

111 Jr~ llrt. 130今夕

新 iね If，t 170クタ

五l' 500 ~シ

⑪lR主治flヌ:からk.平洋似lへ

'支給刊行 移硝卵数 備千5
714主県 50Jjtl[ )CIU~JJß 

{~-i r県 200//ク

福 ，i:，'j I~t 150クク

茨城県 100 ク 今

ロ十 500 イ少

のの+@=1，000万粒

①総計

の道内移殖

受精雨後卵数 25，963万粒

子主 IUf卯数 802 ク

26，765ク

⑪J白タト移民f{

発出t卵数 1，000ク

@ ④十@=27，765万粒

〈事業2課〕



漁民同盟解散へ一一

L1rnの団体設立で

志義失う
.~ll i，((¥尺同¥nl(T!J家if之安門n は 3月31

円で解散することになり， 5 Jlのう工l!I陥:í'~~~

4ノ 3Jl下旬に繰り 1.げて IT式にikめろ

漁民|パJmll土的作漁民の政治JHlピ結党[て

l干~fD-~it漁栄政怖を'Jm，\ し ようとl昭和32'ド2

Jiにtli/J止さJI ，当初， "(rJi!'ド)djうかとして!，((¥

tJ，i:活動やjういう i'i水対抗f仁とに1'!'!tll)i!'ドjに所))

L、てきたが， 36{1にj白指導漁辿が l没なさ

れ，全:液I迎合，:;iI!1てのi.<<..政j円利を業務のた

かにいれたため漁政印刷JのIjl'l二、が指導i:(，主主主

に移ったl またiYl ィ!の参院，~}~~~t_'機会に i:ffü\;

の選挙窓識をi会iめようとする.~ì1水比政治 )j

結集協議会(高IjIfil!京蔵会};:lが4没ぐにきれi，(i(

民同限の業務は分散された。

こうした情勢のうえ，漁政活動について

は大日本水産会を通じて動く道水産会があ

るため，組織が複雑になり，業界内部から

事実上活動の場を失なった漁民同盟解散の

声があがった。

漁民同盟は，すでに選挙面については水

戸長政治力結集協議会に事務の')Iき継ぎを終

っており，また漁政活動，汚水対策などに

ついては指導漁連に移す予定であり， 3月

下旬の総会で異論なく解散が承認されるも

のとみられる。
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だけ(Iコンクール

入賞者決る

道釣魚連盟

北海i{W'、1:魚連仰は，このほど40;r皮の魚、

1:Ii二Iング F イ Lの応勢:fI品を権交， /1(のとお

り人'長主計な決めた t~官心，12 i-J 5 日の t~~

~~)II;j/ Jーで1Jなわ.上l.ふイヒ場$'')選会の栴木氏

が位~(下に入】 f二p

。大物質

1m!]くの /~r: 
j炎*の/~~!~ 

。金賞

泊'j;]cのt;r:

ドた7]'::の古f;

.銀賞

百Ij水のrm
f炎!J，の;:;.1~ 

.銅賞

海水の部

淡水の部

.佳作

海水の部

淡水の部

ヲitl「ιノ、l 以(十L 帆}

杉中村iイ!日 Ijt 111M' 

111 川i 斗~i皮(小 1待)

黒，)(ふ:設 ¥l_t; ~尚)

やJN 政MiI十L 帆j

大j白鶴次郎 dL liJjO 

森山勝保(室蘭)

石村信明(歌志内〉

竹中 1直治(恨室)

メ〉f、 夢人(恨室)

小林邦重(札幌)

佐々木正一(根室)

岩田 勝(根室〉

梅木民哉(札幌)

池尻秀011(::仇志内)

石Jた点ー(f，;t JII) 



T ニシン 沖刺し網

17隻滅船

j丘j世f}、1hJl:<調整委がy比五ZI

北海道iili合海区漁業調整委員会(三好竹

男会長〕が 1月218札幌市で閃かれ，知事

から諮問されたニシン1'1'刺し網漁業の17隻

減荷台， 託旅漁{な!時船{白}大]別1刊q怜布納補甘有、充j々J式をb加加l日|え7たこ;;.{I午い卜

の変史について蒋容:議した この斜紡i;果l長ミ『治i岸士芋4 

試涼漁(な{業のた反め〉巧;r前許y九η'1午1今可1権f在E吋不利|リlが本j道且以外の抗漁(吹~~菜長者や

他産Z業長の莱宇者;の子に波らないよう，充分配

慮すべきだ』との{、|仰怠見をつけて示i泌，

近く知事に7tIjJすることにした l

ニシン引l'車IJし納漁業は， IYI'11'，泊、ら 266tf2. 
の定数.(1"1T漁業となったが，資iJt，(の減少伐

とから漁船の採算がとれず， ~!i・ "f ¥jご受けて

いる苫のなかでは柿令利貸し会して収入をf'J

ヤマベ順調に成長

渡島支均で、生賄ロ司1:1:

川釣りの経験す'1!J:ら，Mでもノ iから三千三の

出そうなー¥'.，_，.ベの打、(れが， ，{克也;，(か~まれ

た波M:才管l人j八'去:Jト来場の公的池のなかでの

びのびと h文長している

これはWH秋. )][.1)11川℃イトドーふ(じしんリ日

夕ラ γ スの稚魚2り， 000出合も〆〉てきて，八

雲町からのヰロ山奥にある逸来山I11上IJILの

国立さけ・ます~(仁場八雲事一業i易の会炉、池

に放養飼育中のものじ

サクラマスの稚魚は海にくたるもの〈銀

毛ヤマベ〉とそのまま河川に伐t討するもの

35 

たり， fff不IJが尚人に移るなど正常でない|両

がu占ーってきたη このため道ニシン州車IJし

網協会でも，l'Il減船のん・I['Jを決めたが，

ji'i:としても業界の経営安定とJE常化のた

め， iY~一年の~'fllf隻数より 17隻減船の 249 隻

に減らし，こ1Lとrfi制1jに廃業した隻数分を

以来漁船の大型化に当てる、大型化補充)i

式、を， 41年度の許11T:Jj針に加えようとし

ているもの。

委員会では，定数合減らすことにより，

さらに権利化に拍車をかけるなど. I諸問IJ:]

'r干に反対する意見!日されたが結局.J立が権

利化合防く、ための指導を強めるーーなどの

H':i~意見をつけてj兵認したυ41年度目日Lh

主1:渠のなかで、使)IJif.((船の制限、 1)、lれは次

のとおり。

Oi史)11漁船は総トン童文 5 トン以上95トン Ái'~I:ìの

動力船とするU たどし，大型船 (60~75

トン)の.iY"fは， )(1')船隻につきi十t型船(15 

~60トジ) 11lの虎茶色:見合いとするJ&)~nこ

|決るい

c )小川船(151、〆;Ki，:':i! 2笠合中川雌¥1主に

十n~'I主せる乙とができる、

との.'..;1(1りがあり，iu[川に残るものはオス

が大;';1;分でメスは土JIにLかみられ仕い

HこリークラーJ スト):(1々減少の傾li'H二あり，

It't， jjーから占I{Cヤγ ぺのi綜海II;]JtJJ4~' 5)-Jの

2 ヵ m:Jf Jì副}-Jで令:1自ifたìff.(とし資制!の i';~

I-;~_' 1刷出会始めている、1':1白i. I日JlIiiのリクラ

マメのf!i，~~'- U) 'J :_fL~vi ミ;liまで IljJ らかにさ Jl

てい/μ、|古i/);多いので淡;j(における与U&5t
|川のため人 GI[(.Jけして採!JIjふ化まで調査

することに伝った。

いまのと ιんJ点j、はまちまちにが、ドj勾(本

I 、 ll'~ 12('/11 池f.こsnl→ているcJ.tl、か体のよ

白は劫 tYl止、付 j9Jlvこり γマヘ特有のハーノ1

7 ークカ hならび，上卜に黒L、1批点!i.散在，

IWI線iこそ yてピン 7色が布状i二流れる独特

のλF イノc"(: 去~:jC1:c光彩をみせており，こ

のI也ブJの言問題となってし、る門




