
1 .必要条件

養鱒の成績は人為的条件ーにも左右され

ることも多いが， J也勢など自然の環境に

支配されることもまた少なくないc 養鱒

場をつくる局所の選定に|祭して特に正意:

すべき要項を挙げれば，

(11水資，7)変化がなく， しかも豊富な湧

水あるいは惨透7Jえがあり，さらに附近に

氾濫， 1闘i萄または乾洞の恐れがない清汐1]

な流れのあるところを理盟、とする J

(2傾斜地であること c 傾斜のある土地

ìi池氷の注排に便利であり，また7J~ を何

段にち使用することができ，水の手Ij用価

イ直を犬伝らしめる。

(3:土質:工砂機質で水のiggらなL、所。泥

土が~く， 1笥る所やJ主池しても水のもた

ない所はjをけなければならなL、。

(4交通が便利で，鱒の需要地に近いこ

とc 要 Fるi二部会に近持することなどを

充分vこ，検討してかからなげればならな

丸、c

以 kの事柄を考慮しでかからな;十れは

ならないが，今 A という予定地が技術

的条件を具備しているかどうかは次の基

も準で判定 L，他の経消的条件，例えば版

路，交通，資金など，かj育管理上の条件，

例え;土問料入手閃係なとについては当事

〆 者と協議乃1:決定するようにする。

(11用ノド，])水温は，本j立のi号fT(士重期 17

，" 'OC {立まで上昇し，冬期は 50C担!芝に 1[:

‘ ， 

まる水が理想的であるが， この種の水は

本道ではこれを湧水型に求めな(十れ:まな

らなし、c'j主流型であれ(f夏期の水温(主 20

OC以下で冬期i主20C程度となるので，

冬期の飼育には水温の点で人為的操業を

必要とする場合がある c

(2，水素イオン濃度 CPH@:)は養魚用水

の適否判定上重要なもので，用水の水素

イオン濃度は PH6. 5~PH 8. 5を標準と

しているが，一般に生物h二l土PH7.0す

なわち中性附近が理想的である。

(3)出存酸素;主魚頬の呼吸に不可献であ

り、用水のj容存酸素量:(主 6cciL以 tが望

ましく，またカルシウムイオンの豊富な

水がよ L、c 決して宵害成分を合有しては

ならなし、ζI

(4流量は 0.5箇(与分約 5石)あれば

1年魚で 1万尾の飼育が可能であるが，

標準は 1箇(毎分約 10石)ぐらいにおき

たいところである。

2. 現地調査

A 予定地は札幌市より約 24粁の地点

にあり，国道に沿う原野(私有地〕で，

面積は 5反 021歩を有している。この士

地を l本のj主流川が縦貫してレるが，渓

流川の流程(土約 1里で，川をはさんだ沢

は開拓の余地のなL、小さなものである。

川の最上部はILJ腹にゆきずまり，各所よ

りの惨出水により小川が形成さわしてい

る。予定地を流れる所で水砲は 8月中旬
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17QC，守口月下旬 60C，2月初旬 30Cを

示し，川は極寒期も結氷しない渓流型で

ある。流量は 2 箇(毎分子~ 20石〉である

から豊富である (JI!幅1.Om，水深 O.16 

m，全均速 0.339m/sec)。 底質;主大型l擦

と岩盤で，調査前日降雨があったのにか

かわらず川水は少しも洞濁しておらず清

澄なのは川が短いのと，底質がよいため

と考えられる。

川ぶの;J¥.素イオン濃度は PH7.1すな

わち微弱アルカリ性であるから養鱒用水

l3Ji長流川の水量が豊富で，川は充分な

落差をもっているから，養魚池への導水

とそれからの排水が容易である。

(4沢が狭いため開拓される心配がな

く，奥行がなに川底が際と岩盤であるか

ら，雨が降っても7J，が潤濁する度合が小

さL、。

(5i~日{監，乾湖の恐れがな L 、。

(6 jJ(温は1伝家期 2oc ~こ低下するが，
川:1結氷することはなし、。この水温は養

鱒用水として難点であるが，飼育鱒は秋

に取揚げ販売に供する経常刀法とすれば

としては最適である。溶存酸素量i17.3. 

cc/L~7. 4cc/Lで，養鱒用水の標準とし

ている 6.0cc!L以上を合有してし、るから

鱒の生活に好適で、ある。また水は清澄で

有害成分を合んでいなL、。

以上の点から本予定地をみると，

(1)本予定地は交通に極めて便，都市に

近接し， しかもハイキングコースを有す

る観光地域の中にある。

(2;土地の面積が適当で落差を有し， )圭

池が容易である。

l了;

す

|し
よし、。 1夏期より秋期にかけては比松的高

し、水温が期待できる。

以上のことから本子定地を養鱒適地と

定め，次に建設の段階に入る e

3. 建 設 計画

一応，虹鱒の生産目標を 300貨におく

(18カ月で 1尾 30匁として 1万尾で 300.

貫〉。そのためには種卵 2万粒を購入す

る(卵に対して 50%歩留)。種卵 2万粒，

f降化率 80%で併 IH16，000尾(歩留 75.

%)， 6カ月目には 12，000尾〔歩昭 80%)

で， 18カ月日には 1万尾とする。



飼育池は稚魚 1万尾を放養し， 300貫

の水揚，坪 6貫生産に基準をおけば，最

少限 50坪の飼育池を必要とする。この

ために化 20坪の飼育池 3両を止るか，

場所によっては細長い 50.!平1面の飼育

池を金網で仕切って使用することにな

る。

A予定地の場合は水量が豊富であり，

地積も広いとし、う好~\'r地条件と資金面か

らみて，飼育池を独立して使用したいと

いうオーソドックな造池方式を採用し

て，飼育池 20よ、F3面に予備池 20坪 1面
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計 4面と野外折、化i也兼稚魚池として， コ

ンクリートたたき 12坪 3面を計画するc

なお，製餌宝兼住宅 1棟 16坪を配置す

る。

4.建設工 事

A 予定地の場合は前に示した jE地 設

計に従い，本設計，見積，現地;WJ量:を経

て整地作業，家屋建築，導水堰堤工事，

飼育池工事が行われ，約 3カ月にして養

鱒場の外点、くができあがると

(道立解化場調査課長〉
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|豪雨各地に被害i
3月 12. 13日， 突如道東，亘北をお

そった暴風雨は，根室地方，北見地方で

45ミリから 120ミリにも達し， そのた

め河川が氾濫，同地)jの附化場では飼育

中の稚魚や鮮化施設あるいは資材に多大

の被害を豪った。目下復旧に大わらわで

あるが，以下ばその被'害状況である。

。北見支湯管内

告尾別事業場

町f化用水集水取入口附近のj口I床低下

し，水{立が下ったため ~~t化宗は断水O

斜里事業場

養魚池冠水 L，養魚池側主笠木およ

び足場11j浮 七 Lll宣板約 10坪流失。

藻琴事

養魚池;i;J:のため稚魚約 630万尼流

夕、。

C根室支場管内

根室支場

降雨とこれによる雪融水のため，タ

ワラマップ川哨水 L， ~!l'Í' 1ヒ宝に直接浸

水，卵収容IjC1の併化槽浮上し危険状態

にさらされたが，場ilの必死の作業に

よって被害僅少であったと

中標津事業場

養魚池冠水のため1]覆桜約 60坪流

失，稚魚、約 150万尾が流失， または窒

息死した。その他併化室にも浸水，卵

箱8ケと毛布梱包 8枚入 1ケを流失し

た。

14線採卵場

採卵舎:rヨよび漁夫会浸水，i.!<盤激突

のため窓、伴 3，硝子 18，i先日日槽 1，生

賃 2，製材 10坪，卵箱 10を破損また

は流失。

5線採卯場

14線と同様の状態にさらされ，硝子

戸 4，硝子 30， 製材 10坪を破損また

はl1fEフ〈した。

。十勝文場管凡

太田事業場

養魚池，併{じ室なと冠IJ" 日覆絞約

50坪，併化宝戸，硝子若干流九主た

収容中の卯約 80万粒全部と稚魚ほと

んと、を流失または窒息死した

阿家事長場

~U 魚約 20 万足が宅息死，その ft;J，貯
水池堤防副寸前にあるご

lメkが判河した被言状況で， この{也に

もまだ彼害がある模様であるc


