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さげ・烹すぞfìJfst の fnJ~出合 i将司(î という ìr);I ・|市に h~ 、ては問題の ïì~F!l(工早いうちに

点から;(S:つめ.これを積械的に拡大すべ Lておいた方がし、L、からで.いわ;王 1つ

きである(という方向は過去においてい のPHi"iがこのことに上って両かれている

ろんな形でいh!lてぎた「最近の'11突で とも考えられるからでもあるご

は〕克ず!っすすめられて L、る 8低粒;jj'i叫があ た水の'市務であり，この委員会のすi務

1) • この背:;1とぷ v 〉fこう土木JUニ出ir主 J，iJ Jミになった石井すi_.-郎氏はた FI'-1>: IJ<丙ー

もしたが〔第ll{'主.fお4--5ナ)，今r"j大 11 会のとり iてif方{(次のようにねゆJL -C ¥、

木;jç踏会に設立された魚I~鱒資源1削I{(特別 る(

委社会のように組織的に業界の意見がと 「ざる 8月初旬.北海近水産会川端会

りあげられたことばなL、r

|昭和J:l61j'.干に ;ltM.;丘イミ爪会がこの!:'，];W

をとりあげたときl土?旦らくだh L~) こう

Lた形にすすむものとは思っていなかっ

たに違いなL、ひさほど，コ速に組織化へと

すすλ. 大方の思いがげないガIrlJに結実

Lていったことは|悶係官にとって111外の

存v'であったといダこよう σLか L，そJl

だけに舞f?を向かす人述の;]の)(きさも

うかカ‘jヲれる才)'~十 ~C . 矢口 ç)~ (ざる iI1i，(!，;二

興味を感ずる人達も多いであろうが.そ

れはそれとして，本稿に「礼、て l工夫 í~Îに

でている粍i位l下j なす仁:kに f，(\}，I ，~ t;:， おいての

べたいと官、うへそのことが， -'il↑fJを認11放

するために有益な資料となろうl_，主 fニ.

長より書面をもって.大11木水産会合

jミ宛に，北海道に vおけるき(十・主す人

[ :Uwr化放流事業強化に対して，大f[本

ソ'J(fif会で大きくとり|二(子ていただき，

この運動を強力に推進願L、たい「?の可I

L:れがあり.その後， 8月2411~l在干 li;11

会長が|て京したとき. この件について

協議いたしま Lたところ.極旨につい

ては 応了解をいた L主したが，この

ことについては昭和問年に北1下社神漁

業者ならびに北海近， *，)+1東北六県と

茨城県のさけ・主す人[卵'f化'Ji

来協力団体全一体と Lた日本鮭鱒'r)ilh(

f呆藷協会が設立さAL. Kii:lから協力白

色を会1¥として徴収 L，政府内実施し
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ているさげ・主すー人 I (じ ιIi\~;ニ之、J 1 

政府予算の不充分なる LIliにιlして協力

し他方1ì~l 家予算[j-';村l! の I;~~ Il'i守山林'(i

・大蔵/rIb よび 11i/'~(に it_i，tN L .その成

果はみるべきしのがあり， この会のノl、
林会長に二Itiiljiu 'J:崎会の要引きど I泊!リl

し自;日企11¥h、た上で i写協』濯すべきで

ある(ま J三.大 11イ，:/)， j!I'会と Lても北

海j註のI¥'J係行がづ安協力 Lて本巡回1);;;了

推准する it:;I}IJがゾじ全にできて L、るかど

うかにつL、てト)[，:-1Lてからと L、うこと

であり主 1/ニハ 'YA:.251111'.述小林会jぷ二

11イζぶJiL(会の?ノIをもってJ/!f葉し"'( {.ぷ

)Jを拡大強化するための委員会と Lて

考えてよいか』

rr ~tiílj i丘|主l係朽の立見;士一」木化されて

L、るのか』

このIli'i_[-.では }(/J(の考え)jとして.

1， 1":)崎会長. j除旧副会長し全両|刊に 1~~

IN:であり. 11本川紳資源保護協会の fl

r'1'J)主h止のため，施行. [1 (I'J， ;:I'lilij;二つ

いて(土同協会の在、見を充分にとり l'.1 L 

.Itifiji白の治1'f{)イ;~な 111-dDJ 二本運動なJfí

ilt' L"こし、ハ
ごキ/1，誌 L主[ーたところ，11Jl斤について 2 北海道総i't1i115u;:llilIIにじり込むとい

質[，仇hiい， t1tiffの11:)則・刀法などにつ うJfえ }jを Lっており，この点につい

いては大 11本'J(j;(:i'干のtj日:ffJfW'li:.:;)の立

思をIl¥ll、てから決定を1!I'Hl、たいという

ことになった次河口

この粍j也市~ 1 り]は 11 本的紳資ì)~({早:rÎ金 Ilj1;会

の役C-l嗣川会議でのべられたもので， 9 

Jj 1811 i二Lたれ fここの会議ーとは特別委n
会のi注目について怜，i-Jdhた この会議

では石川1ii'，1，'. UITI{建二乙 df;f永弘L(;んか

ら次のよう !dTI1U・:立はがあり， この陀

1符では主'1旦の叫[;wが充分でなか...--)lここと

をう1λ きしている《

r ~tìflj iii /J刊iぺ会は従米iF(十・ lナ人T

Hjli化。!i:~~に午!して積拘，~(1りでは/s:..かった

ので i土えL、か(/r筏l 工本 ;'E助発 Il~O) た

21) ~二強力なる Hí ，íft }Jとたってもらうこ

とと.本協会のあり Jjについてl沼1尚を

~:Ii たに州!ll 、.".: l • ，.~ 

~'1<llr'日j の I}~ ，伐についてi土木協会の1I

I'I'Jと ヴH て iJ' 1)司こ 1l守強力にJ可IL

すす山るたぷ〉の11別委n会であり， jt 

てl土でき h:i木'HII日1(，f L PJ ~_. )じ調i二し

7こL、ハ

:l. J也記北海j自の立はについては!除IH，

石川 I~II 会長. {I)Iソ市防が」ヒiilj.i位を視察

する，d[iI1í~: もって [o1) .その機会i二充

分|仏政 Lたいハ

とのべ. /JC jir") '}側からも rt;U、が表さ fL 'r( 
ìil~(保護協会(土佐 i川jずることを決'心 Ltこれ

この会i誌の宅 11. 大 11 本水戸「会は 'n~.任

IIHι)i :ic~と 11 ソ N\ ~~'I ¥ 5JIJ委Li {~の (ìfi-1J i0訟
をもん白洲町竹山村りIJ委社会のliuft

をyJと>i'L たへその|付 1#( 上 J)IHt~ のとおり

で。 主らに 10Ji~:lll. 沼 l jti!の作別委 n

会が1l!!{¥Hき;/l. すすめ )jがYJと右さrlてい

るつ

その liiJ9 ) J ~(i 11. 米RL i三1I事I!1 (J(lj( 

:， \11 会 j主・保i荏 1;;~_;:~WII::J) イi)4: (た;J('/;~'1'ヲj

I~ミ l荏 166 務)イ i川(11 (1けA1i米流協会:;';11

会長)の日 l(な'1'心と fる会議で11. 本

j立のWI係行との川で (1くのようなノ小あ



ったo 'ft:裂と}5'えられる LのについてJI九

ぶして hくへ

1除校 (;urli'ii';白{礼道 I'I;~ ，::_~ j!.U (i会}IIJ，'h) ;Jc 

pj~ 1ft iiJ;( I以;荏 iムーはかご山(十 iJ~ と， ，)，フ)Lて

おり， 8 (色、，illfllj;主'Jlとについて与えて人

てもl'J;}IJ <t i1~ 金二1、ぐ必J安ーがある η 米

))11の'!llf';i土紅、もはてきたが.わ/メ 11、!と

l 上 '!I 'lf'; が J~~ ~_")て J_i i)司 こらじ〉で i土とう

Lてもm~Úi(I'~ì こ ，!W? 化 'H J~>d:~ずす ιらなけ

A 1;工ならなし、。

ねりIJ委o二?の与え))の'I'iニ(主 j:(iJ-~ ~: 

4ぷ1;;:，1:;:(I:t_;じの J見;I;IJ!という I171;とがあるが

こJじよ:!1!rUベ)，主の j広大企也、，~えしている

(}) !;、o

uJ↓そυ7とおりで jiliIj1-，するj克/u. &l0 

る L 、;ょ líキトーする Hí 魚~与えるよiJf7. iあら

るノ;J，リj成〈全乞il.似〈な¥~来と υの〉 ff失(1止l上牟:1いメ式今ムhル峡1主t と)ナ「ることカ

立刻効f古')~恥:υ山)，あちる i凡もi f什7がイ与5えらjれLると，巴Uι、う〈ο、

こしのJつ)}弘f什7ノそとυの)fl矧仙i打j(作{己点ιtじ、l;土判|川叶家沿が;i υlなう こと

で. こう[たj邑tIliJきたL、と L、う J見、I;'J

であ，)て.香川 j_~--c 允分ト，j~，;，Jしてゆき

たいl、L〆ぅ、 L，Uず7)> lい川出であけ

i(i ;じ漁業のj!.t~ U~Jが '1 ' 心なの/こからプどうf
1 \~J (7・Zれの;む;1りもいれて十3111、JL /ci-)-れば

ならえζL、とJι うσ

尼崎c;ιfj主・ j丘[米諸 Ij;~会辿 fT 会守 J心的

4ぶ:1山川;U川iリl日)i必{己rcξ 句 ぐj上川t同、;布総t:什tlげ刊(山'1内サ /::仁d北札d点l

にとの!川川i川1，:;土:U"~も:Jiにこ. との!川川11'3:了4点:Ti戸川斤爪i'伝一にと

いつたきふ〆山yう))心d'土，え効ナカj リ恥~Jの)}λ点、JLI

べきと J考lち号57Pえる「

b:i/'-，全く I"J感ですσ;J，JIi'というせまい

悦!野からだけの与え )J-C:工笑いものiニ

lcリ t I ，J、 j -， )~ポ l'rZj ，二以 ) --(~ ~ )J /い

UIt: lぺ)ーよ"ぺ， ゾli"l川企 dj_)/二
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と~ ~ J、完全に守る(本;I;IJなもつことが必

安とjιL こうした，EZ味で)丘当 I，j](}) 

政治・ u此(JZJな;rJgからのl'fT併合iii;む

ことが，必1;さでもある。

二lく、、ことは 'Ji実だがJU:i主であって:J、

L、:-J-;'1-:" Jと1円;こも itl、ってもら， " 

こjし工らL火、と Lh〉fこむの hニH:1 :l二三

ゆきたL、c

総111，大;J，の委H会ということも

ありはしなL、かと思うが. f_l'J主i工背さ

んの;tJ、i二添わないことをム;つるえ.z;工な

いこれはげ1Iのドド政で;工なく.十干さんの

H';'vえなのどカ、ら大いにつぎ J.:i'てみく

ょう iこし ζtエL，、

日目IJ 委 tl会がとけあげた川辺はん~?く

i土:l~コ i ニ J フ;ナら，fl_るハ

I 午!Jjjlj立iL

イ その I)~ 谷c Cj'i iニJH返する;"JJII，;，と

ういった条件で)Jくいうてゆくヵ、という

ことと.そこで行江:;'-)，$Lる白;1日

とL、うこと;ょとういうた以の(tJlに

Jf正るのか. とL、うことで. この構t!_!

が立 i1、の'1'心と江るく、

ロ JJ~ hil~の出用ぺー I:;;I~改正も;:;/)て

どのf'，ll'与支で尖対jがJ1)]i与できるかと

L、う u'~干「 ニイ1i)';J見ぐたlit、ω立の|介と

江る(

2. 1i誌の拡充

ィ jヒdU.;白i司r;;， イ入十IH(れと L、う

υ〉ノ;!~~ J:tとのよう i二JI，';j位する;')"c-

ロ 4<州の，;1[fllj 

ハ mil.'こて L 、 ~J :l力 11出ILJ、タトのサi
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，3 経済効果

沿岸への同帰率はいろんな点からの試

算を求め得るが，北洋母船式，あるい

は以南流網といったr91{T漁業に対する

効果の子1WIは資料が不充分である。

これからはL、ずれも大きな /::1出であ

i人到底 2~:1 カ月という円程に!二げら

れる性質のものではなし、c 限界があるわ

げであるσ したがって例別に充分な検討

が行なJつれてはゆかなかった。

ここでは紋も ifi:要と忠われる特別立法

の以いについて概観的にふれて λたいと

[11λ ，c:.、ノ。

;it)特別委n会の ')ehした， 'さげ・ま

す資illM米諸についての'10jJIj立法とI竹

内II'tl:Kの強化拡充要t{{に li(Jずる資

料Jの資料 1-1. ;こ特別l立法の事

項と，現行法令とのI¥tJ係という形で

幣JWされており，イミ梢で資料という

のはこのこと合さ Lているσ

資料によってJm併できるように強くド

リムさ'/1ているのはと水域の指定ミという

ことで. ifoj' illj(的に i主要な河川はこれも，j白

山L. t~林入:þ~の管Ft!，化におくのことが

そのねらいであるο したがって指定のAL

T年ということと ，J1!l:T，本大臣のf目「県下にお

く，ということが大きな|問題となってく

る。

要望の内各と LC はこの)，1;準についーこ

共体的な表現になっていなし、c ただ. i自

の pr~業にE彩子生をよっよばナものにたるだけ

i二. rf持f行Ii U)1住liJzだけに妥ねることは

適正会欠くと L、う意味から，増殖審議会

を設けここで検討することによって公共

的な立場からの判断を期待している程度

iこしてあるが，主文に次のような表現を

おいてその思怨を7Jミしているc

「他の産業との調和も考慮し li;tLの

より積械的な利用といった観点から.

さげ・まずの資源 t.i主要である河川を

両定して資源管理のブ1策を行なうこ

と(資料 2TO

この産業の調和ということはぷ保全t去

の趣旨の[廃業の相互協和!という考え

ブJとは全く異なる。 ;J，保全j去の場合はす

でに利用が強度にすすみ，公共上/i:Htf!と

なるがI川について水質主準を定めようと

するものであるから，ここにおいて「村l

1;:協和Jの精神できめられるものはお瓦

いの協調点企111すよりないわしかも J見

に多くの夜、iE莱がその河川利用によって

成り立ってL、みという現実からはiIで1':が

);比 1) 立たなくふるほどの強い規~I)IJ I i 1)11え

られ i:;:.~、、 ~ÍJ~-， j6Bかもしれな L 、が ;J(産の

伝場はないと考えられるっこの点で，ど

の科度水保全rAに期待LてL火、かの似人

的な考えhの相異はあんうが， この資料

での考え )jはそのよう九:意味から根本的

に異なるというすメ訪にたっている。

I2林大山:の行J[j!fにおく，という主張

には河川i去を中心とする多くの|立j係法令

がでてくる、それらは法律位術Iーの問題

として別にすると‘ ここで L、う管玲!とい

うことはどの上うな内科告六、っているの
r-_ _/.- 1 干 J

二どりノ) ') 1)、〔



大さつはに終JIJ1.して久ると抄くの 'ii引くを

あ:干ることができるコ

イ !J(室i の w咋~ I士 í~ iY入 この市jU与をは

力、ゐことへ

ロ 他のj卒業での本IJJj]i二ついこ司'i'iilJ;(

[， {i'， Lf;' 仁川j 川使 JH の)rf.l~ 合同 ;11りする

こと〔

ノ、1ft似L:}J ;<}Jと，IU、わ，fL~ 1也tJiJJむ11X

魚っき林， IJ， i)J;'拍手足林のJ古11比およひ

'1') 正 l仁 1 :01、 ÀO)禁 1I')IßJl，~の l12;七。

王た， これらを行なうための必要なl[i'主

Llの配i丘があ:fら，{1 -c J， :) ， ここでは積

悩(1':1，¥_ J竹内(['fi業全iiなう という思氾lが

示さ ItてL、る σ

資料では、この'r:;;JII'j iう. ;j( )!( ;?ti)J;円以

"をiL()) {'f:謎1]:liJi.' 0) )Jf心と I"Jじような

!ど、足!でJぅ石ことをゆjらかiこして L、るが

('fH仁川[)J弘行法には期待できない。

とする内ρ、jん川と/なる J5え);と江-)てい

匂〔

くあとがき〉

官おは心の~!rJ] 1j 15:-H会に fμぃ， )~íド II)J か

ら1) Jの第 21"1委員会迄はWl係の臓H谷針入コ，

j白水産課の釘H.:l'土nlli他の h々 とともに従供する

資料の作成に肖った U そうした閃係告の l人と

して， 111. <， f也の[~Ií，f，荷にもミの経過を士11 らせ

Ilj~止する!日l出などもあげて ， /if.'去の検討jのう:fに
LてJHきた1，'.と忠、いながら， 71く余'Miのたい

ままに~，)I，、 2 )J{こへってしまっ/に、 L 、まこのîÍ\:)

を一点いていて， J:I¥泌であってはいけない l とい

われたイiJlーさんの， ，実にド寺リとさせられた

が，本f，'の場介はまさにf!1¥速があてはまる た

だし， こ，!I(仁fi.'，j人(1')1(:):1('(iの必、l崎、で， 1::1fノ了、 Lた

J;_ t:;， さんがfil¥だった，ということではとn、/ぷJ

:31 

いうなれば徹夜で力L、たこの前臼体がH止にHI¥速

といえる。

逆説的なし、ぃ }jをすれば，ヰ~Ir，よの編者という

，'i[壬!誌もあって lたとえ僅かでも Jこのt:1i速と
いう自分の知所に来じて， Ll王任とし、う負担lを少

しでも中古減しようというずるさもあるわけであ

る勺こう Lてみると知所だか長所だかわからな

くなるが川という字を巧という交字におきかえ

たいものではある。

大水の国際部長である'1'.1也さんは速にする )j

の維であらう。広見方:批判fj(]なのべ方になって

きて集約がI村矧になってくると，よく iスタン

ドにあがってはいけないJという 人，た々に

スタイルがあって， 1'1分の見併合IJJにもってい

て打れきをdAみたり， ')~はfrrIもないのに-li のべ

てみたり，あるいは全くなにもいはなかったり

で，いろんな人や，場介があるが， j民;[到来を

もって川l議をする場合などは¥'/来持が追求され

るよう 1:;，)1予になってしまうのは当を仰ない 1父

11，]憾な、工場で31fし合う場合に，そのことに女地

11だ，という要素がその人を九しくさせ， IJII'，);: 

ri的、'，)幼と被'h:お白(].l'，O易になってしまったりす

るのも妙だ いずれの場合もいってみれば，ス

タンドに上る人がいるからか， l'ljjの)，ti，をスタ

ンドにしてしまってブF レーをやる人をグラント

に卜すのか判然としなL、が，とに[JI，芥P11x¥の

'1'でスタントに人|人る人がでてくるとがi，治をHiす

のに II~iI尚がかかる

さきに13いたt:l1)患がJ.iljに，[，地3んのよl土になる

'd~味て、のべているわけではないが，会員会のス

ヒードが，村1吋に人間を角川貞した1患のものたっ

たことは・ji!:たであるコ

そんなわけて、本仙は不充分きわまりなく， J'IX 

てれらの;.uritjに使来して担I1fi'::jとしているが，い

わゆる問題点と巧ーえられてL、る'fi:，父， I見に動

さつJコあらn¥J ~起jtc と iこ〆川、て l 土でき)， 11 1::)'り 1七と

いうことで f1';"J~~改める与えである
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fH:鱒資jM、昨H~I特別委民会

1 H加え同休

大日本水産会 ';IU加;白水定会・ 11本鮭鱒資源保

"藍協会・北治U:J亘鮭鱒保!迄協力連合会・本州鮭鱒

卵庁化放流振興会・北海道鮭鱒増航漁業協同組合

.全凶漁業協同組合迎合会・全国内水liri漁業協

同組合連合会・北洋母船協議会・日本鮭鱒漁業

協同組合述合会・全凶鮭鱒l!r[網漁業組合連合会

・全国鮭鱒延縄漁業協同組合述合会・日本海北

区六県水産協議会・北海道日本海，鱒流制協会・

北海道さけ定!;'{漁業協会

2 fJ立i¥

fi民 jく ilJl 附 )iとL1)J
!，ilJ委j.¥Jと)， 倒l 了~ r~{ ， )仏 1I1 M~ 

小 *j， IJ、a郎，川計lij 元 治

k l't fJl ~~ 1計六， ~i )1 i"i 'f~IS 

路 f t有二， 1付凶灼i久

安rj;)と干佼，凶 式リ)

)己的 ヲj，iri: --rfJ 信号 l 

、j':川 )J リj，!除十主義兄

1占'<] 12~( {I ;-， rl~i 11合 れ守主ftlS

I也附 ワ}， 1¥1'! IJ I 校i欠自1;

，{;_，;ノk 弘，点 LH 健

1，'(<] )j: 11 リ]，小 11 松 )j今

う足 以 明，市'j Tf il!;(松

家政手、lλ，12 r fロ
i，'[i iJl 両立 ，'i ) 1 H 

111) 焔忠之lJ)J，1)") ;'il; li( 凶

，{_i淑[ fi，次，翁: I族三 nls

門 馬 r[i:議，砂リII時男

J仁川嘉一，令沢、ド対i

山崎権三一.，大介常~~

i只森政k.(I， ，'，':j 橋熊次郎

ii主橋子& I¥fi 

3 'j，: 1先!斗 大日本;水政会

'}i:務)，;}l七石)1 すi-'郎

タ 次 長 阿 武 男ド J也リ}公

4 弘主 費 200万円

5 .i¥l!単)JIlti': 

1) 1，¥別一、工法

イ.さけ・ます資iWf米;必のため，反必i"J川を保

護iUJ川として指定し，保護する。

ロ.??祭))における術i，((l以紡、

ハ.鮭鱒籾魚増獲のため，沿岸定i民漁業の規制

と，資源保護に対する協))を詳"!条件とする

ことら

ニ.鮭紳制U(lの f~l;隻九，j:'，(~として ， )jy_祈t後の種，(U

に対する保護政能の強化、

ホ.水質i'Jì勾に対する )i，J~こ

2) 凶1羽降化事業費のよ首'iiii

イ. 10億車{[の附化!J主流を目標として201む、円程度

の予算のj隻向コ

ロ. f1Uuの飼育により，健全なftt:官lの放流をは

カ￥る。

(企|却設~長務官j




