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北海道水産部長 小林信三

北海ソーダ株式会社 阿部文治郎

北海道鮭鱒増殖漁業協同組合長

半田芳男

北海道鮭鱒増殖漁業協同組合専務

新 妻己壬夫

北海道鮭鱒保護協力会連合会主事

松原庄介

北海道さけ・ますふ化場長〔司会〕

荒井定治

北海道さけ・ますふ化場秋庭鉄之

林好次氏令息 林 幸夫

網走市々会議員 大場信吾

記録係北海道さけ・ますふ化場佐々木

ク 井桁

この他，北海道水産部水産課長三原健夫氏

(元ふ化場次長)，北海道漁業公社事業課長木村

鎚郎氏(元ふ化場長〕がそれぞれ予定されてい

たが出張中のため出席出来ず，後日 2氏だけの

対談として記録したっ

司会挨拶 本日はご多用中にもかかわり

ませずお集り頂きまして，お世話致し

ました私と致しましても心からお礼を

申し上げる次第です。

この集りはご案内の折にもお話致しま

したように「林先生を偲ぶ会」という

ことで，いろいろ隠れたお話もご披露

して頂き，故人を偲ひ、たいということ

でございますが，実は大分以前から伝
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記刊行のお話もでており，大場さんか

ら秋庭君を通じて一度さげ・ます増殖

事業を中心にして後年故人がご熱意、を

傾けられて多くの業績を残しておりま

すふ化事業のことで関係者の集りをも

ち，充分お話を伺って資料としたいと

いうご希望を伺っておりましたが，私

と致しましても，なにかと気にかけな

がらも実現するところまでいきませず

実を申し上げますと今日の集りは私の

方の発意ではなくて，ここにおられま

すご令息幸夫氏からの申し出だったも

のでございます。ただ準備なり記録の

整理なりということで一応『魚と卵』

主催とL、う形をとり，一部本誌に掲載

させて頂きますが，ただそうしたお世

話をさせて頂いた程度でご座いまして

ふ化事業に多大の思恵を受けま Ltこ故

人に対しまして，こうした意義ありま

す集を私の方から幸夫氏の方にご案内

できなかったことを心苦しく存じてお

る次第でございます。

そうした経過で、ございますので，本日

は故人の隠されているお話もご披露し

て頂き，今後の伝記刊行の資料として

だけでなく，ご遺族はじめ私たちの想

い出としても，いろいろお話下さいま

すようご協力をお願い致します。

なお資料的な意味で録音は致 L主すが
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発表については幸夫氏のご了解を得て

するつもりでございますしまたテー

プは幸夫氏にそのままお持ち頂くもの

ではございませんので，あまりお気に

なさらずにお話して頂きたし、と思いま

す。

また，司会でござし、ますが，お世話し

たいきさつもありますので，まったく

適任で、ないことは承知しておりますが

一応私がやらせて頂きます。しかし，

皆様充分ご存知の方々ばかりですので

司会者無視も結構でございますし，ひ

とつ重責を荷わせるということではな

く座談会をすすめて頂けますようお願

い致しますっ

では，林さんにご挨拶をお願L、致しま

すe

林 一言お礼を述べさせて頂きますが，

大正 7年に父が網走に参りましてから

ついこの 2， 3年前で40年になりまし

て，父の生前中に40年史を作ろうと思'

いまして，いろいろ資料を集めておっ

たので、ありますが，その資料の編さん

途上にありました時に母を失ないまし

て中断の形になり，完成しないうちに

ご存知のように父を亡くしました訳で、

せめて一周忌までに整えようと思いま

したが間に合いませんで，林好次の記

録というようなものしかできませんで

おりましたところ秋庭さんのおかげで

本日の運びになりまして心から感謝致

しております。皆係には大へんお忙し

い中をお越し下さいまして誠にすみま

せんでした。

特に父のいろんな業績の中で父の最後

まで力をそそいだのは鮭鱒のふ化事業

のことだったようで，私ともは父と

12， 3年一緒におりますが，ふだんは

自分の仕事のみにしか自にとまってお

りませんで，実際父の知らない点が多

くあります。その意味からも本日父を

偲んで頂いて，いろいろ聞かせて頂け

れば幸と思っております。よろしくお

願い致します。

司会 それでは早速座談会に移りたし、と

思います。

林先生が衆議院議員であられたことに

つきまして，いろいろお話をして頂き

たいと思し、ますが，大場さんは当時秘

書をしておられましたので・よくご存知

のことと思いますが，その他のなにか

実話といったものをお話して頂きたい

と思います。

では年頭らということで半田さんから

お願し、致します。

半田 私が林さんをよく知るようになっ

たのは鮭鱒の増殖事業関係ですが，そ

の前じ底曳の関係でお遇いしておりま

す。昭和13年に底曳の組合を作りまし

たが，誰が組合長にしたらよろしいか

ということで詮策しておりましたが，

石原氏は林さんを推しておりましたし

皆も人柄からみても林さんが一番よい

だろうということになって，その話を

私にしてくれということになった。私

も大任を負ってお話したのですが，は

じめは辞退されまして引き受けてくれ

ませんでしたがぜひということで漸く

こきおろした訳で， これが林さんを知

ったはじめです。その後底曳の整理の

ために監理組合ができたので、すが，組

合長は水産課長だったのですが実質的

には林さんでなければならないという

ことでお願いしてやっておったので



す。その当時はさけ・ます方面には関係

しておられなかったので、すが，林さん

はこの点でも非常に熱心に研究されて

おられ，協力組合をつくって一応協力

事業の方をやっておられました。当時

協力組合は全道的な組織だったので、す

が道会で親魚の払下げの問題に独専的

なところがあると非難されまして協力

組合を解散しましたが，なにかこれに

代るものがなければというので養殖水

産組合が設立されまして，これにも林

さんは非常に熱心で，会議があると，

いつも出席されてご意見をされており

ました。そのうちに漁業制度の改革が

ありまして水産組合がなくなり協同組

合の設立となった訳ですが，全道的な

組合を作ろうということで，林さんと

相談をし，林さんも全道的なものを提

唱されておられたので、すが，北見では

北見鮭鱒を作ろうとし、う声が高く地元

でも，板ばさみになって苦労をされて

おられたようです。当時林さんは衆議

院議員で東京におられましたので，私

は船越氏と一緒に上京して林さんを説

得したのですが，やはり地元との関係

で結局増殖漁業協同組合と北見鮭鱒の

2本建となった訳です。

昭和25年の秋に当時の農林大臣であっ

た広川弘禅が一族郎党を引きつれて石

狩に来られた時のことですが，当時水

産部長さんは阿部さんで，林さんは代

議士として来られたと思いましたが，

ふ化施設が非常に荒廃していた時で，

丁度石狩の町長をしておられました飯

尾さんに漁模様を聞いたのですが r2
~3 尾より捕れません』とし寸返事な

ので，いい機会とばかり，ふ化事業の
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再建について大臣にいろいろ説明し了

解を得，林さんとも内容などについて

話し合ったのですが，林さんは経費は

どのぐらし、し、るかというので，すこし

山をかけて 1億円位というと非常に軽

く引き受けてくれた訳で，それから具

体的になり，特融ということになった

のです。この特融の金を貸りるのに問

題がありまして，一つの協同組合がな

ければ貸せないということなので，そ

の対象となったのが増殖漁業協同組合

でありますが，兎に角林さんの努力が

あって26年に特融を受げることになっ

たのです。

ご熱心な林さんは，その後各所を視察

されておりますが，乗馬ズボンをはい

た姿が目に見えるようです。北海道ば

かりでなく内地のふ化場もよく見てお

られたようですc

なお特に申し述べておかなければなら

ないのは水産資源保護法が成立したの

は一つに林さんの努力によるもので，

技術的な面では亡くなられた徳久さん

にお願いして基礎を作り，ょうやく昭

和26年に成立したもので，林さんの如

何に苦労されたかが窺えると思いま

す。林さんの後半はもっぱらふ化事業

に関係された訳で、すが，まだまだ働か

れる方で惜しくも病に倒れられ，まこ

とに残念に思っております。

司会 では次に小林部長さんにお願L、致

します。丁度増協，連合会ができた当

時水産課長をしておられたと思います

カ'0

半田 小林さんは発起人会の時も出席さ

れていたと思L、ますが。

小林 そうです。当時課長として出席し
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ておりました。

水産に関しては林さんは一番活躍され

た方だと思います。さっきも雑談して

いたので、すが，なんといっても今の水

産資源保護法は林さんの功績であると

いえます。内容的には林さんのいって

おられたこととは相当変ってあらわれ

たと思いますが，林さんの意志、が通じ

なかったのは水産が政治的に弱い点が

はっきりしており，ご努力には敬意を

表しますが，まことに残念なことで

す。林さんは本当に先見の明があった

と思います。この法律のできたことは

非常に意義あることで，われわれもこ

れを足場に今後大いに努力していかな

ければならないと思います。卒ここに

出席されている方々は水産に関係ある

方ばかりですので，その点はご了解頂

けると思います。

私が林さんを個人的に知っている印象

では， まことに熱心であり真面白で，

その上清潔でした。このような立派な

方を亡くしたということは本当に惜し

いことで，ふ化事業ばかりでなく北洋

漁業につきましてもいえると思いま

す。義理堅い点でも林さんはまことに

立派で，アメリカに行かれた時ノミーカ

ー万年筆のお土産を頂きまして感激し

たので、すが，今でも持っておりますが

想い出となっております。真面白とい

うことでは，林さんからの照会あるい

は話L合いで返事が必要とする時に返

事が長びくと，その返事を貰うまで待

っているといった調子で，私もひ、っく

りしたことがあります。まだまだ働け

る惜しい方を失ったと残念に思っ〆てお

ります。

司会 では阿部さんにお願い致します。

衆議院議員当時の部長さんでしたが何

ヵ、一つ。

阿部北千島に関係されていたのは昭和

9年ころで，その当時から林さんを私

は知っておりましたが，当時水産のこ

とでは林さんは番頭さんでなにも知ら

ないんだという印象しかなかったのて‘

すが，ところが林さんは努力の人だっ

たんで、すね，いつの聞にかよく知って

いて，ついに林さんは北千島の組合長

になられた。このころが私と一番付き

合いのあった時ですね。葬儀の記録の

中に遠藤種樹さんの名前も出て来てお

りますが，そのころは誰しも林さんは

番頭さんであって水産のことは知らな

いんだと思っていたのが自分で知ろう

とするものは，あくまでも探究する人

だったものだから，いつのまにか努力

して覚えているといった具合で，頑張

りやだったんで、すねO しかし話は決し

てうまくなかったようです。弟さんの

髪のヤ八さんも政治屋で話のうまくな

かった方ですが，林さんも政治屋にな

られて弟さんが先に政治屋になられた

ことを非常に気にしておられたようで

しかし兄弟でおもしろくやられていた

ようで、すC その話のへただという点で

は，選挙演説を押入れの中で練習した

という話も残っております。

司会有難うございました。

では次に松原さんにお願い致します。

松原 直接指示を受けたのは私が最高だ

ろうと思いますが，先程小林部長さん

から清潔だというお話が出ましたが，

その点では私も確かだと思います。ま

ずそのよい例として連合会の経費で酒



を飲んだということは 1回もなく， し

たがって会長でありながら交際費とい

うようなものは一切持っておりません

でした。まことに清潔な人で、した。

熱心だとし・う点でも漁民にふ化事業の

ことを説明するのに代放してやれば必

ず帰って来るんだ"ということで一生

懸命説明しており，その点では大きく

記憶に残っております。

私たちにも個人が完成していなければ

なにをいってもだめだ，兎に角勉強し

なければだめだと，こんこんといわれ

たもので， 自分の権利は絶対はなくす

なよともよくいわれたもので、す。義理

堅い人でもありました。

それから非常に九帳面な人で，会議が

終って旅費の精算なんかでも旅館にい

るうちに精算しなければだめだと，よ

くいわれたもので、すO きちんとすぐ精

算しなければ事務局としてはだめだか

らと，まあこんな小さなことでも指示

されたんですが，一方まことに庶民的

な人で，厚床に一緒に行った時で‘すが

相当年輩の漁民の人が林さんと一晩一

緒に寝たし、からというので来られたが

林さんも気軽に引受けられて，いろい

ろ話をしながら一晩一緒に過されまし

た。その時風日に入らないかというの

で見ますと五衛門風呂で，林さんは何

というかなと思っていますと松原君一

緒に入ろうというので，一緒に入るこ

とになったんで、すが，背中の流し合い

をして林さんは私の体を堅い体だ， も

っと軟くしなければだめだというので

私の肩に乗られて， とんとんたたいた

ものです。

司会 その時でないですか，林さんが立
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小便をして，だれかに写真をとられた

のは。

松原 いや写真をとられたのは長野県に

行かれた時で、す。しかしその写真が今

度の胸像を作るのに役立つたのて、すか

ら不思議なもので、すね。

司会 次に新妻さんにお房長L、致したし、ん

ですが，増協の苦難時代のことについ

て何カミ。

新妻 私は林さんが道議会に出られた当

時，たまたま席を一緒にしたんですが

お話をして受けた感は非常に温厚な方

だと思し、ました。その後組合長として

お仕えしましたが， よく人の迷惑とい

うものを考えられる方でした。昭和24

年にひどい不漁で給料も支払えないと

いうので，すっかり困ってしまい，組

合長に相談Ltこんですが，私は信連の

佐藤常務に資金繰りをさせればよいと

思っていたんで、すが，組合長は収君，

佐藤君に迷惑のかからんようにしなさ

い"といわれたんで，すっかり恐縮し

たんで、すが，そのように他人の迷惑を

よく考えられる方でした。

それから林さんは人格者でしたが，そ

れだけでなく相当な才能の持ち主であ

ったと思います。一般には人格者だと

いう印象しか与えていないようですが

才能の持ち主であるということも見の

がせないことと思います。

また林さんは嘘を交えて話のできない

人で，真面目なんですね，人のいうこ

とをすぐ正直にとってしまうんで、す。

それだけに熱心な人ということになる

んでしょうが，仕事のことでも人の話

をよく聞いてくれておりました。

松原 人の話を聞くという点では私もよ
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く経験しましたが， (手を頭にやりな

がら〉連合会の会議でも，こうやって

頭に手をやって，よく聞いておりまし

た。

阿部 その頭に手をやるのは若いころか

らの癖のようでしたが，林さんは肌が

非常につやつやしておりましたね。

松原 本当に肌はよかったようですね。

それから会議をまとめるのはうまかっ

たで、すね。会議が紛糾して来て事務局

としては， もういいのではないかと思

っても林さんは紛糾している状態の時

決をとってもだめだから，し、L、尽して

からにしようとし、う調子で，いざ決を

とる段になると『そういう事情でもあ

りましょうが一応この点でご了承願い

ます』とし寸具合に， うまくまとめて

おりましたで、すね。

阿部 彼の意見は，いかなる場合でも片

寄っていなかったで、すね。

秋庭 議長として実にあざやかに裁いて

おりましたですねO

根原役員の方々はぶつぶついっていて

も結局は原案を通してしまったようで

す。

阿部林さんは議案を出す前に原案の討

議と L、L、ますか検討をやられたんです

ヵ、。

:松原林さんはふじゃ旅館に泊っており

ましたが会議の朝迎えに行って車の中

で議案をお見せして説明する程度です

がそれでも内容をよく理解しているん

ですね。

阿部 自分で納得しない時は徹底的に追

求する方でしたから自分ではよく理解

していたんでしょう。

松原そうですね，納得のいかないもの

には自分で算盤をはじいたこともあり

ましたからね。

司会 林さんに今年の網走の状態を一日

見せたかったで、すねO

林 昭和30年ころのよかった年を見てお

りますが，その時なんか漁民は大漁は

ふ化事業のおかげ'たというので大変関

心を示しておりましたで‘すね。

小林普通公職に携わる人は指揮はよく

するけれども林さんのように草鮭がけ

で各地を視察をし指揮する人はL、なか

ったで、すねO 林さんでなけれぽと思い

ますよ。

司会そうですね，林さんは足まめな人

だったで、すね。

半田 水質汚濁の問題では非常に熱心だ

ったで、すね。幸い法律になったんで、す

が，生きておられたらと思いますね。

秋庭 林さんはよく先の見通しを立てて

おられたんで、すね。融資貸り入れの時

でも 1億でも 2億でも貸りてという調

子でまったくこだわらない物のし、L、方

をするんで、すね。後で返せるのかと心

配でしたよ。

半田 あのころの捕獲数からすれば可能

性があったんですが，増協ができてか

ら，がたつと落ちてしまって心配した

んですが，あの当時は漁民が一部を出

して，あとは漁獲数からして充分返せ

るという計算になっていたんでーす。

新妻 あのころの漁民は皆日の丸を背負

っているという気持でおりましたで、す

から十勝で10万から捕れた時は非常に

活気があり，負担金ぐらいはいくらで

も出したのではないかと思います。

司会融資の貸り上げの時，水産庁で林

さんと尾崎さんにお遇いしたんで、すが



あれほどの大金を貸りるのにまことに

たんたんとしておりましたで、すね。

秋庭 特融の話は石狩の町長の飯尾さん

からはじまったんで、すが，それを林さ

んが引受げられて具体的になって行っ

たんで‘すが， 10カ所以上の施設なので

将来はどうなるかと心配でした。しか

し林さん;土平然、としておりましたで、す

ね。最後はふみ倒せばL巾、んだといっ

た調子だったですからね。

阿部 やっぱり計算ができていたんて、す

よ。

秋庭 しかし計算してみると利息が大き

かったで、すからね。

半田 やはり当時は無理がありました。

新萎 もう一つ人格者だった点で、は， 29 

年と30年に返還不能になって公庫にそ

のことで話し合いに行ったんですが，

なんと延滞金が 600万円位になってお

りました。それで部長に遇いたいとい

ったんですが用事があるのでお待ち下

さいというので、待っていたんですが 1

時間以上も待たせられて， ょうやく部

長に遇ったんですが，部長は貴方が林

さんですかという調子で話がはじまり

ウタイの会があるので 5分位にしてく

れというんですね。しかし林さんの話

を聞いているうちに林さんの話なら大

丈夫と 350万円に 5分位の話でまげて

しまったんで、すよc 人格者であったの

で信用したんで、すね。

小林 林さんは晩酌をやっておりました

/J、「

林 コップでやっておりましたが， 1杯

か 2杯ですね。しかしそれから寝る前

にまたやっていたようですよ。

小林 それでは相当にやる方だったんで
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すね。宴会でも愉快にやっていたよう

ですね。

阿部林さんは喧嘩というものをやった

ことがありませんねコ

司会 私たちでも喧嘩と L、L、ますか大声

を出したということば知りませんね。

新妻 私は 1回だげ怒ったのを見ました

ね。公社を辞められた時で、すが，林さ

んを説得することで大分大きな声でど

なったんですが，その人の名前は控え

させていただきます。本当にめずらし

いことだったですねっ

阿部林さんは水産に関係してから25年

位になりますかね。

秋庭そうで、す。ふ化事業では 6~7 年

というところです。

大場 私はこの度上京して水産常任委員

会のそのころの記録を調べて来たんで

すが，兎に角林さんはふ化事業の代弁

者だったといえますね。広川さんの時

代なんですが，林さんといえばふ化事

業，ふ化事業といえば林さんといった

ようになっておりましたで、すね。

司会 林さんはよく人の面倒をみてくれ

ましたで、すね。私の家内が病気した時

いろいろ薬をのませたんですがなおら

なし、でいたんですが，林さんが病気し

たら気の毒だ， 自分の娘によく似てL、

るといって高価なクロロフィルを心配

してくれましたので，それを注射しま

したらーぺんによくなったんで、すよ。

林 クロロフィルは私の家内も父のおか

げでよくなったんですよ。

司会 家内の心配までしてくれる人はち

ょっとありませんからね。私は本当に

感激しましたて、すよ。

阿部林さんは兄弟は 2人で、すか。
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林 4人です。男 3人，女 1人ですね。

新妻東京にし、る方は。

林末子です。旅館や木材業をやってお

ります。

秋庭 q鮭"の映画を作った時これを皆

に見せるんだというので議員会館の狭

い部屋でやったんですが林さんは気持

よさそうだったですね。

大場 この間行ってみるとその話をまだ

白 ラジオ放送 山川…........叩叩}句.....叩‘“向町叩目同町司、.

覚えているんですね。

司会 ではいろいろと大変有意義なお話

を聞かせて頂いてまことに有難うござ

いました。ありし日の林さんを偲ぶお

話はまだまだ尽きないことと思います

が，一応この程度に致したし、と思いま

す。

この後食事をしながら雑談的に故林好

次先生の想い出話を行った。

鮭の稚魚放流について

漁村の皆さんご元気ですか。

本年度もふ化場で育てられた鮭や鱒の

稚魚が 2億尾も河川に放流され， 日下盛

んに"みぢんこ"や小さい昆虫のえさをた

べつつ海へ海へと旅を続けております。

この稚魚はやがて 3~4 年後には輝しい

銀鱗を粧って北海道の皆さんの食繕を賑

すことでしょう。では鮭がどのようにし

て生産され海で育ち元の古巣にもどって

くるのか鮭の生態特に放流についてお話

を進めてみたいと思います。鮭の世界共

通の呼び名は収オンコリ γカスケタ"と

呼ばれ，同じ仲間には皆さんご存知の桜

鱒，樺太鱒，紅鱒，銀鱒，その他体長

120糎にも達する鱒の介等があります。

その内で鮭は北太平洋に産する他の同族

よりもっとも広く分布し，わが国の沿岸

ではほとんど全域にわたっており，一部

は遠く九州宮崎県まで達しておりますが

概して北方に厚く南下するにしたがって

薄くなる傾向が見られ，もっとも濃厚な

柴田幸一 郎

-ラジオ放送川…山田w・"

区域は本道の東北部で，全国漁獲高の約

8割に達しております。その点練に代っ

て本道のもっとも重要な魚、族であり代表

的な魚、といえましょう。

鮭のとれる代表河川としては根室の西

別川，標津川，到11路の釧路川，北見の常

呂川，湧別川，網走川，その他十勝川，

石狩川，天塩川などをあげることができ

いずれも 1万尾以上の捕獲が見られま

すO 産卵のために川に湖ってきた親魚は

9月初旬から下旬にわたって曳網やウラ

イで捕獲され成熟魚は直ちに採卵に供さ

れ未熟魚は蓄養池や活州に入れ成熟を待

って採卵されます。雌の腹をきいて卵を

だし雄の精液を混合して受精させるわけ

で，それから直ちにふ化場へ運ばれ槽に

収められ，絶えず湧き水を注いで，ふ化

に供しますが，摂氏 8度の水で30日たつ

と発眼といって目ができ，同時に耳・心

臓・その他重要な器官が作られ，卵内で

微動を始めます。ここまでは非常に弱く




