
渚滑事業場創立拾周年並に立体式

勝化施設落成記念式典を迎えて

荒井場長は18Fl挙行の記念式典参列の

ため， 15日， 15時 9分着急行第 2はまな

すで北見入りされた。直ちに職員一向に

挟拶後，一，二の問題について実情聴取

をされたが，いずれも合意点に達したこ

とは，記念式典を前にして木当に嬉しか

った。

北見支場には， この春本庁振興課長を

案内されておいでになった時も，僅かの

時間だったし，先に昭和32年11月12[1， 

北見支場創立30周年記念式典においでに

なって以来，今問が始めての公式訪問と

L、うわけで，支場も，各関係機関も喜ん

て、お迎えできた次第であるの

16 Flは早朝，網走に向かわれたが予め

来場を承知しての，網走支庁の盛り沢山

のスケジュールに心よく応じていたこと

も，相手方を満足させ，さらに場長の立

場は一層有利に展開したものといえよ

う。私どもは準備の都合もあったので，

17日午前中は紋別に到着することを約し

ていたのだったが，場長の当日の行動範

囲が大きかったのと，支場長外私どもも

場長と行動をともにした方が， より有意

斎 藤 幸 助

義だとの結論から，紋別到着の遅延を承

知の上で， 17円は常日捕獲場，佐呂聞の

僻化場適地視察，ぞれに問題の湧別町の

マッシュド・ポテト工場排液のことで，

湧別漁民代表から経過をきき，工場の排

液現場も見ることができた。

海Iiく紋別漁業協同組合に着いたのは，

18時で，古屋協力会長， .!J[l都木清治事業

場主任，土屋i魚組主任も待ちくたびれた

様子だったが，私も遅参の責を詫び早速

式典諸準備の再確認を始め，解散したの

は20時を過ぎていた。

いよいよ11月18日の佳き日を迎えたの

この日は朝から小雨模様となり， ~古滑事

業場見学者を乗せた貸切ノくスは， 10時に

漁組前を川発し，約25分で事業場到着，

正門を意義づける日の丸の大旗の下を通

り，万国旗一色に飾られた1降、化室に入る

ときれいに整頓され，電気揚水の快音と

立体僻化器の上から，下に流れる水の音

が快調に耳莱にひびく，まるで大工場の

機械室の感、さえしてくる。見学者の中か

ら機械化された併化施設を見て感嘆の声

さえ問えてくる n 一様に満足の面持のよ
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うである。併化室入口には，大きく掲げ

た，祝消滑事業場拾周年並に立体式瞬化

施設落成の立看板が僅かに小雨に濡れて

一際人目をひいている。低桐去る能わず

といった見学者一行を，漸く整理し，車

は再び会場である紋別公民館に走る。 12

時30分，いよいよ式典の開幕である。JJil

都木清滑主任開会の辞を述べれば，拍手

は鳴りをやまず，主催芦側の古屋会長が

式辞に畳i宵されるや，その感激は一入で

ある。玄さに古屋会長の述べられた内符

は， 11:;の魚1鱒一代記といった感銘深いも

ので，聴きいる参列者一同静まりかえ

り，一言一旬に聴きほれている様子があ

りありと覗われる。

抑々 ， {円滑事業場の平水僻化施設の悪

条件から脱却するのには，立体式附化以

外に方法はないとの着想のもとに進めた

のが，前支場長の犀野技'f'fであり，現天

塩支場長八木沢技'同士，懸命な努力を払

ったものである。私どもも， これが実現

を期待したものであった。海iく現武田支

場長のもとて、完成した次第であるが，想

えば今日の清滑事業場立体式併化施設

は，何んといっても，古屋協力会長のた

ゆまない努力と，人柄からくる誠意が，

悶係:(~を強く動かし，今日の完成を促進

させたものであり，鮭鱒前殖事業に，そ

の、r生を捧げて尽力された功蹟は特筆に

値するものといえよう。

続いて感謝状の贈呈となり，本場長か

ら古屋会長，紋別市長，紋別漁業協同組

合長，永年勤続者の古川さん，さらに一

期，二期の工事請負業者にも感謝状が授

けられた。

祝辞は，紋別市長，商工会議所会頭，

連合会長，木j易長と続き，八木沢天塩支

場長も祝電を寄せられた。

祝宴は参列者，百数十名に上り，盛大

を肱め， 15時丁fE，万歳三唱で本式典の

全部を盛会裡に終了した次第で、ある。

悶に，本式典は記念祝賀協賛会が主催

となり挙行されたもので，地元を中心と

した式典で、あったが，顧みればこの式典

に寄せられ主催者並びに関係者各位に衷

心より謝怠を表する次第である。

式 百字

本日清滑事業:場の創立十周年並びに立

体僻化施設の竣工記念式を催しましたる

所，皆様には公私ともご多端の折にもか

かわらず，ご臨席の栄を賜わり，誠に光

栄と存ずる次第であります。

紋別市負I鱒保護協力会が主催の一員と

いたしまして，ご挨拶をかね，活滑川に

おける桝化事業経過の概要を申し述べさ

せて戴きます。



渚滑の僻化場は昭和25千刊こ，下情滑駅

前に新設されてから10年となりましたが

渚滑川における鮮化事業の歴史は遠く，

今より 40年前の大正 12年，故大西新平

翁が，当地方沿岸鮭鱒漁業の発展と，そ

の生産の安定をはからんことを目途とし

て，紋別鮭鱒増殖水産組合を設立し，消

滑川並びに湧別川に，瞬、化場の建設を

計り，大正13年湧別川流域上湧別村開盛

に 1千万粒収宥の僻化場が建設せられた

のに始り，引続き市滑川にも建設すべく

活滑川全域，下は柳生川より上.は滝の[_._

サツグルまで，木支流とも隅なく探査い

たしましたが，湧水適地に恵まれず，や

むなく昭和5年に至り滝の上の町はずれ

に僅かの湧水を利用して，ここに 50万

粒収容の簡易府化場の建設を見たのであ

りましたが，濁川の濯j既溝堰堤の設置に

伴い， 2年たらずで、開場の止むなきに至

ったので、あります。

その後全河川にわたり再度調交をいた

しましたが，現場所を唯一の場所として

残された水量，水質その他立地条件など

時次調査を責ねられたのでありました

が，遂に結論が得られなかったので、あり

ます。

かかるうちに，月日は流れて，昭和20

年の終戦となり，戦後の混乱は附化事業ー

など顧るいとまもなく併化場は荒廃し

て，全iE僅かに数千万粒の併化放流より

できなかったのであります。

北見管内の鮭鱒漁業者はこの状態を憂

い， 昭和 22年に北見鮭鱒漁業協同組合

を設立して，管内解化事業への協力をす

ることとなったので、あります。

こえて昭和 24年には全道一丸とした

北海道鮭鱒保護協力会連合会が設立され

るとともに，各jiJJ川地区単位に，単Liv:tあ
力会が誕生しこれら各組織を通して密漁

の防止，施設拡充助成など瞬、化事業への

協力体勢が強化され，逐次施設の拡充改

善など;着々すすめられたので、ありますの

併化J号においても全道 4低粒達成の目

標をたてこれが施設拡充資金を国に要請

されたので、ありましたが遂に認められる

までにいたらなかったので‘ありますο

そこで協力会連合会においては，民間

施設として農村特別融資金によってこれ

を達成すべく立案され， この特融資金の

借入対照者として従来の北見鮭鱒漁業組

合と北海道鮭鱒漁業組合が合併，北海道

鮭鱒増殖漁業協同組合連合会が設立され

まして，全道10カ所 1億粒の新増設計画

がたてられたのであります。

さて{~泊川における瞬化場の建設につ

いては前般申し上げました通り，種々悪

条件に阻まれ設立までに至らなかったの

でありましたが，昭和 25年の春本場よ
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り公共事業費をもって渚滑に小規模では

あるが併化室の建設に着工しようと思う

との話が参りましたので， とに角開庖し

なければ何時できるやら判らないので建

設することにして戴いたので、あります。

しかしながら僅か 50万円で 300万収容

の僻化室に対応する養魚池はおろかi隊員

住宅までは考えられなかった予算内容で

ありましたために北見鮭鱒漁業組合より

35万円，地元業者より 20万円の助成負

担によって，務liく平水式 300万収容の形

化場の建設を見たものであります。しか

しいよいよ通水の運びになりますと水に

落差が無いため併化槽に満水することが

できなかったので、ありますが卒にして上

流に若干の湧水を発見， またまた北見鮭

鱒組合より 35万円，連合会より 35万円

計 70円の助成によって湧水池の掘さく

と500米の導水施設によって約八石の水

量を得，昭和 26年秋漸く開場の運びと

なった次第で‘あります。次いで昭和 27

年，前に申し上げました北海道鮭鱒噌殖

組合の特1¥¥虫資金による新併設一億粒の枠

内より 350万円の資金割当があり，水量

を考慮し 300万粒のI首施設と採卵場それ

に菩養池の改修など行なし、， ここに 600

万粒収存の附化場となったのでありま

すり

。Jらf雨獲採rm事業は昭和 22年北見鮭

鱒の設立により経営は北見鮭鱒となり，

昭和 27年度から北海道鮭鱒増殖漁業協

同組合に引継がれ経営するところとなり

ましたが，沿岸漁業の不振とともに河川

遡上の親魚も年々減少を来し赤字経営が

続いたので、あります。

よってこの経営は昭和29年から紋別漁

業協同組合に引き継がれた次第でありま

す遡上親魚の減少は採卵成績にもiR接影

響し 600万収容設備に対し，その半数に

も達しない有様でこの不足は湧別事業場

から供給を受けて僻化放流を続行したの

であります。

渚i削降化場はご承知の通り下出i骨駅前

に位置し，一体の平坦低地であり，放流

も落差がないため種々と支障も生じ，融

雪治水期には本流よりの逆流水のため一

層困難を加え，養魚池僻化室までも浸水

するなど悪条件に相当苦心したので、あり

ます。従って僻化場係官の苦心も並大抗

でなく完全降河の点で疑問を生ずるに至

ったので、あります。よって数年前より稚

魚を輸送し直接本流放流を実施している

次第ですが現場係古'の努力苦心には誠に

敬意を表している次第であります。

今回落成いたしました立体式併化施設

は，本日ご覧の通り放流する直前まで，

併化器で飼育するもので，成長度合を見

て春先半く稚魚輸送車をもって消滑川本



流に放流するものでありまして，明水に

よる被宵は勿論のこと養魚池を必要とせ

ず労力の面も少くてすみ稚魚の損耗は全

く考えられず，正に画期的な設備である

ことを確信するものであります。本勝化

器は千歳支場，北見支場において試験の

結果は良好でありましたので， {~滑事業

場で始めて大々的に事業化したものであ

ります。

1際化場におきましては， この施設予算

を国に要請されたのでありましたが，遂

に認められなかったもので，連合会はこ

の施設のために 103万円を助成し，同額

を地元が負担し，市御当局から 30万円，

漁業協同組合から六拾万円残りが業者

負担という内訳になりますが，勿論併化

器参拾八組は瞬化場が購入したもので，

ここにおいて 300万粒収容の第一期施設

ができ上ったのであります。

幸にも現場係官の努力によって，初め

て操作する瞬化器ではありましたが僻化

成績86.7%とL、う初年度としては上々の

結果を見た次第であります。

かくの如く立体式併化器に確信を件ま

したので，さらに 300万粒の施設を願い

ましたところ，第二次として併化場より

42組の併化器が設備されまして， これ

に伴う施設費として 50万円の内， 半額

を連合会より助成を受け，残り半額をriij

同通り，市役所，漁業協同組合，業者と

それぞれご負担願って， ここに一応 700

万粒収容の，立体式併化施設の完成を見

た次第であります。

地元漁民は，消tlty際化場開設以米大な

る期待を以ってその成果を見守って参っ

たので、ありますが，近年漸くその成果の

あらわれてきたことを喜んでいる次第で

ありますが，今回の立体式併化器には一

層の期待をかけ， この完成にも大なる感

激を覚えているものであります。この期

待と感激の前には苦節拾年の歩みも喜び

と変ったので、ありまして， これが改良，
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研績のご努力を載いた場長さん始め，支

場事業場の方々に対し深甚なる敬意を表

する次第であります。また今日まで特別

なるこ、理解を以て物心l'可面にご支暖を載

きました関係機関各位，並びにご来席の

方々のご協力の賜と感謝の意を表する次

第であります。

近年当地沿岸の鮭鱒漁業者は湧別川を

境として，以東常呂，網走地区が年々の

豊漁にも拘らず，以西紋別，雄武地区は

誠にあわれなる現況であると申して過λ

ではありませんO これはすなわち市日，

網走地区の併化施設の充実に外ならない

のであります。紋別以内の併化施設を見

ましても， {jH'削11はこれまで巾 L.tJfま

した通りでありまして， I院内川におきま
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しでも僅か 400万粒に過ぎず，宗谷に至

りましては頓別川にこれまた僅か 300万

粒，徳、志別川，幌別川何れも大きな施設

は持っていないのでありまして，当地方

沿岸危1:鱒漁業の豊凶も自ら明瞭に判断で

きるものと思うのであります。今回 8億

に倍増せんとする水産庁の拡張計画は重

要河川として，湧別川，常日川，網走川

に施設の重点をおかれているように聴い

ておりますが計画そのものは国家的見地

より，当然の措置とは考えられますが，

当地方漁民としては，ーまつの淋しさを

覚ゆる次第であります。ご承知の如く沿

岸資源は年毎に減少してゆく傾向にあり

ます時「蒔けば生える」鮭鱒の増殖こそ

当地方としては，帆立貝とともに唯一の

重要資源として維持培養すべきであると

確信するものであります。

何卒今後も清治川は勿論紋別以西にお

ける併化事業の拡充強化には特別なるご

理解を以てご協力あらんことをお願い申

し上げる次第であります。

長時間にわたりはなはだ失礼をいたし

ました。これをもちましてご挨拶とご報

倍を終らせて載きます。

昭和 36年 11月 18日

i者滑事業場長1j ~'T 十周年並伝休点
勝化施設記念祝賀協賛会

古屋憲古

祝 辞

本日は渚滑さげ，ます解化事業場の創

立十周年記念並びに， 立体式瞬化器 700

万粒収容施設完成祝賀会の二重の慶事に

お招きを載き，お祝いを申し述べる機会

を得ましたことは，誠に光栄に存ずる次

第であります。

さて当方は，すでにご承知の通り産業

都市建設を目途としております。従って

市政の重点も，この線に沿って進んでい

るのでありますが就中，水産業の進展に

侠っところ頗る大なるものがあります。

承りますと，当さけ・ます瞬化事業場は

昭和 25年に新設せられ， 以来ここに 10

年間，場長殿はじめ職員の皆様方のたゆ

まぬご努力によって，着々と瞬化事業の

成果を挙げられ，水産業の振興に寄与さ

れて参ったのであります。特に今回完成

された 100万粒収容の立体瞬化施設は，

ますます併化事業の発展を促し，当市水

産振興におよぼす影響は，甚大なるもの

があり，誠に慶賀に堪えない次第であり

ます。

総べて何事もそうでありますが，物事

の成就するということは，お目出たく，

また嬉しいものですがなかんずくこの度

の立体併化施設は，北海道のみがわが国

唯一の最も進歩した施設と承っておりま

す。この施設が最初にできましたのは去



る昭和34年度に 300万粒収容の施設とし

て，従来行なわれて参りました，平水併

化施設を，一段と改良して設置され，以

来この成果は，誠に顕著なものがあり，

わが国水産駒化事業界羨望の的となって

いたのでありますが，今阿これをさらに

収容能力の増強を計って 700万粒収容の

施設とされましたことは，さげ・ますの

漁獲のI同大が期待され，喜びに湛えませ

んO こうしたわが国水産界における驚異

的な，立体1際化施設の完成には，武田支

j易長殿はじめ，職員の皆様また関係官庁

や，地元さけ・ます保護協力会，あるい

は漁業協同組合および，関係業者の積極

的意図の下，一致協力し，いよいよ団結

して着々この面に，むIi達なる配慮をなし

実行されましたことは，小l践の常に敬服

して止まないところであります。

その故あって最近は漸くさけ・ますの

漁獲量が好漁を示して参りましたことは

一つにこれら施設の完備とともに，関係

各位の熱心なる研究改善の賜でありまし

てこれが衡に当られましたご一同のご苦

労に対し，心から敬意、と感謝の念を捧げ

る次第であります。何字皆様方には，今

後一段と基礎を同められ，斯業発展のた

めまた市勢発展のため，ひいてはわが国

水産界のため一層のご尽力を賜わります

よう念願L，私のお祝いの言葉といたし
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ます。

昭和 36年 11月 18日

紋別市長 '(f 尾貫一

祝辞

本日ここに，消滑事業場自IJ立拾周年並

ひ、に立体式府:化施設落成記念式典を迎え

ましたことは，私の最も感銘深いところ

でございます。申すまでもなく，渚滑川

への鮭鱒稚魚の放流は，事業場設立前は

湧別事業場から，移殖放流をして参った

のでありますが，現協力会長であります

古屋憲吉氏は，率先，渚滑川水系に，折、

化室設置の熱望を燃やし， 日夜奔走され

ました結果，遂に認められるところとな

り，国は，昭和 26年度 300万粒収答の

ふ化室新設を図り，同時に，清治事業場

の誕生を見るに至りました。翌 27年度

さらに 300万粒のふ化室が，特融資金に

より増設され， ここに 600万粒収谷のふ

化室を有する消滑事業場の基盤が，確立

ぜられたのであります。

然しながら立地条件は，平水式ふ化を

余儀なくし，ために，河川の増水毎に被

害を蒙り，加えて，放流水路の思条件は

稚魚、の損耗度を，いやが上にも増し，私

どもとともに関係各位の心痛の種でござ

いました。ここにおいて，画期的な試み

といたしまして，全国に魁けて，立体式
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ふ化施設の誕生を見た次第でございま

す。すなわち昭和 35年度において， 300 

万粒収容の施設は， 7万粒を収符し得る

ように，施設の増加を図ったので、ありま

す。現在，立体式ふ化器でふ化し飼育さ

れた稚魚、は，稚魚運搬車により直接消滑

)11へ放流されるものでありまして，先程

申し上げました，放流水路などの悪条件

は，新施設により一気に解決を見た次第

でございます。勿論，今日のような施設

の充実をはかるまでIこは，地元協力会長

さんを始めとし，関係皆様の絶大なるご

協力によって，始めてなし得た大事業で、

ありまして，真に感謝の言葉もない次第

でございます。

今や北海道における放流数，現在の 4

億から， 8憶に倍増せんとする計画は本

年度から昭和 39年まで，継続事業とし

て実施する段階に突入いたしております

ので，私どもふ化場に職を奉ずるもの鋭

意努力，さけ・ます増殖事業に一層の熱

意をこめて前進する決意、でございます。

やがてこれが実現の暁は，北太平洋を

問む国々に対しても，わが国の立場を強

くし，かつまた，本道沿岸漁業に対し，

一層の漁獲増大となって現われることを

期待するものでございます。

ここに紋別市関係各伎の，さげ・ます

ふ化事業に寄せられました熱意に対し，

万腔の敬意、を表し，併せて今後も一層の

ご協力賜らんことを祈念し祝詞といたし

ます。

昭和 36年 11月 18日

北海道さけます瞬化場長
北海道立水産購化場長

荒井定治

戚謝状

北海道鮭鱒保護協会連合会理事
北海道鮭鱒保護協会北見支部長
紋別市鮭鱒保護協力会長

古屋憲吉殿

あなたは鮭鱒土台殖事業の重要性を認識

され，夙に管内斯業の発展に力を致し，

嚢に渚滑事業場新設に多大の貢献をなし

更に今般立体式瞬化施設の整備拡充に尽

力された功績は誠に大きく，ここに渚滑

事業場創立十周年並び立体式瞬化施設落

成記念式典に際し記念品を贈り感謝の意

を表します。

昭和 36年 11月18日

北海道立水産購化場長荒井定 治

北海道さけ・ます1降化場長

荒井定治

戚謝状

紋別市長 官尾貫一殿

あなたは鮭鱒増殖事業:の青空要性を認識

され，消滑卒業立体式併化施設計画なる

や，率先建設資金の御協力と併化用水探



索に優秀なる技術を提供され，全施設の

完成に促進された功績は大きく，ここに

渚i骨事業場創立拾周年並び立体式瞬化施

設落成記念式典に際し感謝状を贈り敬意

を表します。

昭和36年 11月18日

北海立道水産購化場長

荒井定治

北海道さけ・ます静化場長

荒井定治

編

。年の背を控えて荒井場長の勇退があり， ト

ップマネージメ γ トの人事異動があったが，昭

和37年はふ化事業拡充計画の初年度でもあり，

三原新場長の新政策と共に大きな期待がかけら

れている。予算も本決りとなり，拡充計画分も

一部を除いては認められており，やり甲斐のあ

.る年となりそうだ。

荒井場長にも国際的にも焦点となって来たさ

けますのふ化事業に十余年の長い間その発展に

随分と苦労され，今ょうやくその苦労が基とな

って第 1歩を踏み出す事になったもので，氏も

感謝状

紋別漁業協同組合長

吉 沢孝作殿

あなたは鮭鱒増殖事業の重要性を認識

し今日迄斯業の発展に尽力された功績は

大きく，ここに渚滑事業場創立拾周年並

び立体式僻化施設記念式典に際し感謝状

を贈り敬意を表します。

昭和36年 11月18日

北海道立水産勝化場長

荒井定治

北海さけ・ます勝化場長

荒井定治
(事務官北見支場)

集 f麦 コ」--aロ

去るに当っては淘に感無量のものがあったこと

だろう。本誌を借りて感謝の意を表する次第で

す。

。 本誌90号で桑田，大塚氏の t海況は鮭の湖

上を左右するヵ、その lを紹介し，われわれ水

産関係者に益するところが大きく好評を呼んだ

が，本号にその2を掲載したので、1. 2を併せ

て読まれるよう希望します】

「魚と卵」編集委員会

農林事務官秋庭鉄之 技術吏員大東信

農林事務官佐々木正夫 技術吏員大屋善延
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