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鶴圏参 議院議員

第 34回国会参議院内閣委員会で質問

去る 3月22日に開催された参議院内問

委員会で水産庁設置法の -ds改正する法

律案が議題とされたが，その席上鶴間参

議から FJeのような質問がなされ， これ

に対して同村;J(序庁長'p，'が答弁している

のでその内管をご紹介します。

委員長(中野文門君〉つぎに水産庁設置

法の一部改正する法律案を議題といた

します。

本案につきま Lてほ，すでに提案理

由の説明を聴取いたしており主すので

これより本案の質疑に人ります。政府

側i打席の方々は，大野農林政務次官，

西村水路庁長'iYの)j々 であります。ご

質疑のおありの方Li，順次ご発戸を願

います。

鶴園哲夫君 十和田湖のふ化場廃止につ

きまして若干伺いたいのでありますが

これは，私，先般秋田に参りまして，

そのときに十和田湖まで参りませんで

したが，秋田で聞きましたこの十和田

湖ふ化場の廃止の理由は，割合とはっ

きりいた Lておったように思うのであ

ります。ところが，政府案で出ました

この内谷を見ますというと，なかなか

frrr解できにく L、点があるように思うわ

げであります。そこで，そういう点に

つきまして若干伺いたいわけでありま

す。

ことがらは， まあ水産庁の設置法の

一部改正で，十和田湖のふ化場，予算

人民が 3名おるところであまりして，

事業費としましても非常にわずかなと

ころでございますけれども， ここであ

(干である提案理由では理解できにくい

点があろわけでありますので，伺いた

いと思うのでありますが，その第 1番

目はこれはここにありますように， ヒ

メマス資源の~要性にかんがみまし

て，国営によってその人工ふ化放流事

業を実施するために，昭和27年に設置

された。設置されまして 8年ほどもた

ってないわけでありますが，そのHIiか
らこのふ化i坊を廃止したらどうかとし、

う意見は 2， 3年前からあるわけで、あ

ります。で，歯科'としてこういう i主要な

立場に立って設置したにかかわらず，

4. 5年たってすで‘に設置の意味がな

いのじゃないか， こういうような意見

が出て今回L、よいよ!烹11::されることに

なったわけで、すから， したがって，も

う少しその経緯について明らかにしな

けれぽならぬのじゃないだろうか， こ

ういうふうに思うわけであります。そ

こで伺いたL、点は， これは国営で、人工

ふ化して放流事業をやるのそして全国

の需要地にこれを計画配給をするとい

うことに目的としてはなっているわけ

ですが， これが人工ふ化放流ならびに

，ij-両配給というのが，具体的にどうい

うふうになされたものかどうかという

点について数字的に伺いたいわげで、あ
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り主す。これは突然でございますので

今すぐというわけにも参らないかと思

いますが，また非常に小さな事業場で

あり主すので，すぐというわけになか

なか参らなL、かもしれませんが，その

J去を伺いたL、わけで、あります。

それから，この事業場を，国営とし

てi主要性にかんがλ て設置されたわけ

でありますが，設置するについては，

それぞれ卜分な調査と資源の調査研究

が行なわれて， 自信を持ち，確信を持

ってお立てになったと思うのでありま

すが，立てるにあたって，設立にあた

って，試験的な意味も入って作られた

のじゃないだろうかという気持がし、ナこ

すわけであります。ですから，そうい

う調査的なあるいは試験的な意味も含

めておやりになったかどうかという点

も伺いたいわけであります。

それから廃止する理由といたしまし

て，北海道のサケマスふ化場の支勿湖

事業場におきますところのヒメマスの

種卵の生産が著しく増加したc で， 十

和田湖はいらなくなった， こういう理

由になっておるわけでありますから，

この支勿湖の種卵増加の実情を数量的

に伺いたし、。どういうふうに著しく l将

加しているか，数字的に伺いたい。

さらにもう一点伺いたL、点は， この

ふ化場はご承知のとおり秋同県にある

わけであります。施設も秋田県にある

わけでありますが，その秋田にあるふ

化場を青森と秋田の両県に移管すると

いうのでありますが， どういうような

形で移管されるか，秋田県にあるので

あります。それをどう L、うふうな形

にLて移rn;されるか， しかも，移管後

750万という全額補助が出ておるわけ

であります。従来この十和田湖のふ化

場に使った経費の 10年分に相当する

わけで、ありまして， どういうふうな形

でおやりになるのか，具体的にまだ 8

月からでございますか，でありますの

で， 8月 1[1から向うに移管すること

でありますから，具体的に固まってい

ないかと思いますが， 750万という全

額国庫補助で秋田にあるものを両県に

委譲するというやり方で、すね， こうい

う点について伺いたいと思います。な

おいま申し上げましたのは，数量的に

こ主かし、問題でありまして，すぐとい

うふうに参らなければ，つぎの機会に

いま申し上けーたような数量的な問題に

ついて伺いたL、こういうふうに思いま

す。

政府委員(西村健次郎君〉ご質問の項目

がし、ろいろござL、ますので，あるいは

答弁で落しましたところがござし、まし

たら，後ほどでも補足さしていただき

たい， こう思っております。

まず第 1のご質問の趣旨は，昭和27

年に固に移管と申しますか，国で設置

した，それにはそれ相応の国としての

日的なり理由もあったろう。それが 8

年たたないうちに移管するということ

は， どういうことかということに関連

しまして，設置する場介に閏のふ化場

として設置することとしたし、きさっと

中しますか，そういうことのご質川だ

ろうと思います。ご承知のように，こ

の十和田湖のヒメマスのふ化事業とい

うのは，和井内氏がはじめたものでご

ざいまして， これを漁業権という而か

ら見ますと，明治35年の旧漁業法の施



行と同時に，和井内氏の単独で免許が

おろされた。爾来期間更新を繰り返し

て新しい戦時の漁業制度改革までおよ

んだわけで、あります。新しい漁業法に

よりまして， こういった漁業権はすべ

て国で買い上げることになりまじて，

昭和26年に和井内氏から国が漁業権を

買い上げた。そうして翌年に，昭和27

年に地元の漁民をもって組織します十

和田湖増殖漁業協同組合というものに

共同漁業権が免許されたヒメマスの漁

業権共同漁業権というものの主たる漁

獲対象は，これはヒメマスでございま

すO さらに人工ふ化放流というもの，

これを当然どこでやらすかということ

が問題になったわけで、あります。当時

の事情としまして，漁業協同組合は設

立されたばかりでありまして，その経

済的な力もきわめて乏しいということ

'であって，組合自体が哨殖事業をする

という力がまったくないという事情が

一つございます。それからもう一つ

は， しからぱ，その県なりあるいは同

でやるということですが，ご承知のよ

うに湖面は青森，秋田両県にまたがっ

ておりますので， これはやはりその当

時の事情としましでも国がやった方が

し叫、じゃないかというような点，それ

からもう一つしかし， I司がやるといた

しましでも，国の事業というものには

おのずからそこに，国がやるべき理由

が必要で、あります。ヒメマスの資源と

いうものが，当時におきましては，十

和田湖は相当な重要な地位を占めてお
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った。したがって寸ー和田湖で、採卵しま

した卵を全国， とれは全国と中しきし

ても， このヒメマスの適水湖というの

は非常に限定されております。まあた

とえば富士五湖というようなところで

ございますが，そこに配給するために

ということは， これはやはり一つの固

とLてやってしかるべき仕事である。

こういうような見地から，当時これが

閏常ふ化場として発足するということ

になったということに私どもは承知L

ております。

ところが，その後，国営のふ化場と

しまして十和田湖でやって参りますと

十和田湖自体にいま申しJ:げましたよ

うな漁民がおりまする L，そういった

関係もありまして，なかなかその当初

予期したように採卵が進まなし、。と申

しますのは，国がやった以上は，やは

り十和田湖限りのもの，そこで採卵し

てそこで湖内に放流するだけでありま

すれば，これはやはり国としてやる意

義があるわけでございますのに，だん

だんそこに湖内還元と申しますか， i，胡

内に放流する方に追われまして，県外

移出ということがむずかしくなって参

りました。最近におきましては，昭和

31年に29万粒，それから32年に40万粒

を県外に移出しておりますけれども，

33年以降はこれがすっかりとまりまし

て，逆に十和田湖の湖内還元のために

湖内に放流するために支勿湖から移入

しなきゃいけないというような事情に

なったわけで、ございます。こういった
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情勢が一つござし、まして，かたがた，

これはさっきご質問のほかの点にも触

れるわけでござし、ますが，だんだん支

勿湖におげる採卵なり，ふ化放流とい

うものが伸びて参る。これはもちろん

親魚の捕獲状態が年によっていろいろ

自然的条件によって異って参りますの

で，必ずしも一定の進度をもって伸び

ているわけではござL、ませんけれども

支勿湖について見空すと，昭和30年に

おきまして採卵数がお万粒でありまし

たものが， 33年におきましては 727万

粒といふうに伸びております。したが

いまして，いわゆる湖内還元，支投j湖

に還元しますもの， これを 238万実施

いたしましでも，なお 428万程度が道

外に移出できる。この先といたしまし

ては先ほど申しましたような十和田湖

にもありまするし，あるいは富士五湖

あたりというふうになって参ってわけ

でござし、ます。こういうところをみま

すと，支勿湖の一つの仲びというもの

と，十和田湖の先ほど申しあげたよう

な状況の変化というものを両斉あわぜ

考えます場合におきまして，政府とい

たしまして，この十和田湖のふ化場を

これ以じ|骨肉として設置しておく必

要はないし，その;吾、主主もいわば失われ

た， こういうふうに見るべきじゃない

か，こういうことがございまして，こ

の 1両年来問題になっておりました点

を，此度実施に踏み切ることにしたわ

けでござし、ます。それからしからぽそ

の移管するとした場介に，現在その施

設が秋田県にあるのに， これを両県に

移管するということはどういうことか

ということでございますが， これはや

はり先ほど申し上げましたように，湖

面は青森，秋田両県にまたがっておる

湖面全体として採卵，ふ化放流という

ものが実施されるということ，その漁

利と申しますか，その利益は両県にか

かわる漁民が受けとるということが一

つございます。それから現在あります

施r没， これは移管するとしました場合

には， これは和井内氏の個人所有のも

のを同が借り土げておるわけでござい

ます。いろいろ移管の方針をきめまし

て，現地と両県当面あるいは和井内氏

と当りましたところ，当初，和井内氏

は，これがどちらの県でありまして

も，県に移管される場合におきまして

は， 自分の施設は県には貸さないとい

う態度をはっきり打ち11:¥されたわけで

ございますc したがL、まして政府とい

たしましては，両県に実施してもらう

ためには現在の施設は使えないという

ことのために新たに施設を作ってもら

う必要がある。そこでこのための予算

として 475万円を来年度予算に計上

し，これは全額補助と Lづ格好のもの

でごさ、います。

しからば，そのやり方としまして，

秋田，青森と共同でやるということ

は， どういうふうにやるかという点に

つきましては， 目下，両県と私どもと

話し合いを進めております。その最終

的な形態はまだはっきりしておりませ



んけれども，逐次この問題は事務的に

もまとまるように話を進めておりま

す。 8月1日までにははっきり，それ

以前にその姿がとれる，こういうふう

に考えております。

鶴園哲夫君 いまの水産庁長'古の説明で

若干明らかになったように思います

が，今，長官の説明の中にありますよ

うにこの説明からいきますと，少なく

ともここに出ておる提案理由とは食い

違う面があるように思うのであります

が，その点については私としまして

は，この程度のことになるのだろうと

いう程度は，あの十和田湖の周辺の漁

民の実情その他などから考えまして，

とうていっかないはずはないように思

います。これらの点については，別に

もう少し詳しくご質問を申し上げた

L 、。こういうふうに思っております。

つぎに， このふ化場には 3名の定員

があるわけでありますが， 3名の定員

のうち， 2名は欠員である。その欠員

を埋めるのに，定員外職員が 2名ほど

おりまして， 3名でこの事業が政府と

しては行われておるということであり

ますが， この機構を廃止する場合にこ

の現在おります定員内ならびに定員外

の3名についてどのようなふうに措置

されることになっておりますか， この

点を伺いたいと思います。

政府委員(西村健次郎君〉いま鶴園委員

のご指摘のとおり，現在，場長 1名，

これは定員内でございます。そのほか

に非常勤職員 2名がおります。定員 3

名でござし、ます。場長につきまして

は， これはもちろん水J亭ノド:Ji'， また/J，
注目ーの附)，'Ji，機WIに ~j~ Å'訴させる， こうい
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うことを考えております。非常勤職員

¥ 2名につきましては， これは両県，ま

あ両県共同で今度やるわけでございま

すが，少なくとも 1人は残ってもらい

たし、と，やはりふ化事業をやるという

希望を相当県は出しておるようでござ

います。ところが， この 2人の非常勤

職員のご、本人たちは，国のどこかほか

の機関に行きたし、， こうし、う希望を持

っておるようでござし、ます。私どもと

しましては，いずれにしましでも国に

引き取る，引き取ると申しますか，水

産庁の他の機関， これは十分その余地

があり，そういうことをする心組みで

おります。ただい具体的にどこに引

き取るかということはまだきめており

ませんが，ただ今申し上げましたよう

に，県の方の希望もありますので，そ

の辺は十分本人の意向も聞いて遺憾の

ないようにして参りたい，こう思って

おります。

鶴園哲夫君 こういうふうに政府の機関

を廃止するとし、う場合に，やはり問題

は，一つはそこで長い間勤めた国家公

務員の措置をどうするかという点が非

常に大きな問題がありますし，国がは

じめる時には雇用するけれども，終る

時にはというような感をやはり与える

ようなことでは，国の機関の問題とし

て困りますので，いまお話のように，

本人の希望にぜひ重点を置いて処置さ

れるようにご要望申しあげておきたい

と思います。

それからつぎに伺いたL、点は，この

点はこの十和田湖のふ化場を廃止され

るのそう Lて北海道の支m湖の事業所

が;，W'市にふえているというようなお話
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でありますが，せっかく国で作ったこ

のふ化場が 1カ所減るということにつ

いては，やはり問題があろうかと思っ

ております。したがって，伺いたいの

は，水産庁として内水面の漁業につい

てはどういうふうに考えておられます

か。軽視するのじゃないという気持が

だいぶあるようでありますO したがっ

て内水面の漁業についてどのようにお

考えになっておられるか。とくに近年

河川がほとんどご承知のとおり河川の

用をなさなくなって，人造湖，ダムに

化しておるわけでありますが，このダ

ムが全国至るところにできている。そ

れがほとんど全部遊んでおるというと

ころから，水産庁としても計画を立て

られておられるようでありますけれど

も， もっとやはり内水面の漁業につい

て考えなければならないのじゃなかと

いうふうに思うわけでありますが，こ

の内水面の漁業:の問題について伺いた

いと思います。

政府委員〔同村健次郎君〉内水面の漁業に

つきましては，私どもとしましても絶

えずこれについていかにしてこれをも

っと伸ばしていくか， こういうことに

苦心をしておるわけでございます。

ただいまのところ，予算的な措置とし

ましてはサケマスの人工ふ化放流，そ

れからアユの放流事業，あるいはニジ

マスの種苗供給施設の補助，そのほか

に35年度から草魚の種苗漁業というも

のを新しく実施して参る。これは関東

地方， 1カ所だけでございます。草魚

が日本にふ、いても卵を生むということ

が発見されま Lた。これは従来日本で

はだめと L、うふうにいはれておったの

でござし、ますが，利根川においてこれ

が発見されまして， この施設を県がや

る場合に，私どもの方も大いに援助し

て参りたし、とこういうような施策を講

じております。そのほか，国が直接や

っております。仕事としましては，北

海道におきましてサケマのふ化放流事

業，あるいはヒメマスの放流， こうい

ったもので内水面の漁業振興と申しま

すか，増殖対策ということが十分であ

るというふうに私どもも決して思って

;民りませんO しかし， この問題にはわ

れわれとしても悩みがあるわけでござ

います。まず第 1には，鉱工業の発展

にともなう水質汚潟の問題， これは沿

岸についてもそうでございますが，河

川につきましてもこれは相当の被害を

およぼしている。それからもう一つ，

化学肥料その他農薬などの普及による

やはり内水面魚類の生息に困難という

ようなことでそういった面から，たと

えば戦時中あるいは戦後について行わ

れておりました，いわゆる稲田養鯉の

蛋白給源補給としての稲田にコイの稚

魚を放流して農家にこれを食べさせる

というようなことも，現在の稲田状況

では困難であろう， こういうふうに思

います。こういった汚水の問題とか，

いろいろそうし、う物理的な客観的困難

性が一つありますことと， もう一つは

やはり内水面につきましていろいろ施

策を実施して参りましても，それがほ

んとうになんと申しますか，国の施策

として産業上効果のあるということが

一つの担保とされなければいけなし、。

この点につきましてはいろいろの而か

ら川出がございますが，つの而とし



ましては，現在の内水面の漁業協同組

合の組織というものについて，あるい

はそ漁業権のあり方というものにつき

ましては一応検討する必要があるc こ

の点に関しましでは現在漁業制度調査

会におきまして海面の漁業と合わせま

して内氷面につきましても， この問題

を検討致しております。先ほど申し上

げました汚水の問題につきましては，

水質の規則に関する法律あるいは工場

用水の排水の規制に関する法律，昨年

成立いたしましたこの法律の運用によ

りましてその適用をすみやかに実施し

て， この方面をできるだけ防いで参り

たいということを考えております。制

度面はいまのようなことで，たとえば

放流をいたした場合におきましても，

単にこれが有料名の対象になるという

ようなことでなしにやはり農山村の蛋

白給源となるためにはどういうふうな

方策をとったらし火、かというような，

いろいろむずかし~ "点をわれわれとし

て解決をしていかなけれぽなぬと思い

ます。しか Lそうは申しますものの，い

まご指摘になりました河川の上流， こ

とに夕、ムにつき主しては，私どもとし

ましてもまだまだこれが開拓の余地が

あるというふうに考えておりまして，

ここ一両年この方面につきまして調査

を進めて参っておりますっ 35年度の予

算として実現するに至りませんでした

げれども， このごく近い将来において

は，ぜひこの両について柄航対象とい

うものを実施して参りたL、。こういう

ふうに思っており主す。 ところがダ、

ム・サイトにつきましても， これは漁

業として成り立つためにはL、ろいろ立
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地条件がありまして，その湖面の状況，

たとえばそのダムが非常に入り組んだ

ような地形土にありました場合には立

地 k技術的にも有望なわけでありま

す。ただぽっくり深い湖水である，水

温の関係もありますし，さらにもう一

つ問題は，夕、ムは底に古木がそのまま

に残っておるというような関係で，せ

っかく放流した魚l類が捕獲の対象にな

ってこなL、。あるいは有料の釣のため

というようなことも可能かもしれませ

んが，そういうような技術的な困難も

あります。私どもとしましては，でき

るだげその可能なものについて今後増

殖の対策をこの }J面からまず手はじめ

に実施して参りたL、。こういうふうに

考えております。

鶴圏哲夫君 ここに北海道サケ・マスふ

化場のことがH¥ているわけであります

が， 十和田湖のふ化場に関連いたしま

して北海道サケ・マスふ化場のことに

ついて若干伺いたいと思いますが， こ

れは北海道に行ってみますというと，

非常に奇異な感を受けるわけで、ありま

すが，あるいはまた，非常に新らしい

行政かと思いますが， ご承知のように

北海道のサケ・マスふ化場は非常に大

きな役割を果しておりますし，全道に

わたって相当大きな組織も持って活動

しているわけでありますが， この行政

ですね，サケ・マスのふ化という行政

がてつの機関によって営まれておる，

同じ仕事を 2つの機関が請げ負ってお

る。仕事を Lておる。すなわち， 同

と北海道庁がfjjjじ仕事をいたしておる

わげでありますから， したがL、まして

事務所も同じところにあり主すL， と
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いうよりも，同じ建物の中に北海道庁

の職員と農林省の職員がし、る。場合に

よれば机をならべている。魚の捕獲ま

では北海道庁に委託しておる。それか

ら採卵は国がやる。放流はどこがやる

か聞きませんでしたが，少なくともこ

の一貫した lつの仕事を，国と道が行

っているということで，行政上もいろ

いろ問題があるように見て参りました

ですけれども，そういうような問題は

お感じになっていらっしゃらないかど

うか伺いたいと思います。

政府委員(西村健次郎君〉北海包のサ

ケ・マスふ化，放流事業につきまして

は，ご指摘のとおりでござし、ます。国

が道の施設を借りて使って行なった

り，あるいは閏の 1部の職員が道の併

任を受けたり，あるいは道の事務の委

嘱を受けたり，お互いにそういう関係

になっている。そこで，事務的に円滑

を欠くんじゃないか，姿としてもすっ

きりしな二、んじゃないかというご批判

ば私は率直に申 LJ-_げて，ある程度当

たると思います。しかし，全般的に見

ますと， こういったやり1方， これはま

あ， とくに私どもはこれをいま急に変

えなくちゃL、けないというふうにも感

じてまだそういう結論には達しておら

ないわけで、あります。ご承知のよう

に，昭和27年に従来道の事業でありま

したこれらのふ化，放流事業を国が一

部取り上げると申しますか，国で行な

うとし、う格好にしましたために，今ご

指摘のように親魚の捕獲は道でやる。

採卵，ふ化放流は国がやるということ

になっております。しかしこれとても

全然理由のないことではございません

で，捕獲ということは，河川の漁業と

の調整あるいは密漁の防止という地元

の漁業と密接な関連がありますので，

やはり道庁の行政というものをそこに

入れていただく必要があるということ

が一つ考えられる。それからもう一つ

これはふ化放流事業だけではないと思

いますければも，北海道というものに

ついて国が相当な財政負担をするとい

うことも現実的な必要性としてこうい

う姿をとらしめたと， こういうふうに

私は思っております。

それからなお，サヶ・ 7 スのふ化放

流事業， これがふ化場の主体たる事業

でありますが， これはご承知のように

単に北海道の漁民と申しますか，北海

道の漁民のためばかりのものでなく，

日本として， ことに現在の状況におき

ましては北太平洋におけるサケ・マス

資源のーっとして，この問題は国際的

にも大きく取り上げらるべき問題であ

りますので，そういった関係からやは

りここに国が事業としてこれをやる必

要がある。さりながら，実際の事務と

しては，やはり地元の北海道庁とも相

協力してやっていかなければことにさ

っき申し主げました親魚の問題なども

ございます。そういうことから，現在

のような普通の行政とはちょっと異色

ではございますけれども，両方が持ち

つ持たれつというような格好で仕事を

やるということになったわけでござい

まして，若干事務的には，そのために

円滑を欠く面もあるように見受けられ

ますけれども，全般的に見ました場合!

におきましては， これは北海道庁と水 l

@:!T e. +5ttJ: JI~~ e.ってぺ



事:が進んで参っておる。こういうふう

に私どもは見ております。

鶴園哲夫君 この場長，それから 6力所

の支場長， これは国家公務員であると

同時に道の地方公務員であるというよ

うな身分を持たせて，円滑な運営に努

力されておるように思いますが， しか

し私こまかいことは申し上げませんで

すげれども，大綱については国と道と

の間で協定ができ上がっておるようで

ありますが，細自の問題については，ま

だでき上っていないように見受けられ

ますし，そのためにいろいろ場長の段

階においては種々やはり問題があるよ

うに思います。ひいては，それが支場

長あるいは場長にはね返ってくるとい

うようなことにもなっておるように見

受けられます。したがって， これら改

善についてはできるだけすみやかにや

れるように要望いたしたいと思います

いなおこれと関連をいたしまて一緒

に仕事をしておるわけで、ありますがと

きには手伝い合ったりしてともに仕事

をしているc その場合に給与ベースが

違うということは問題ではありますけ

れども， これはまあともかくと致しま

しでも，超過勤務手当が違う，あるい

は口額旅費が違う，宿舎が違う，その

ほかの諸点については差異がありま

す。こういう点などについては， これ

はやはり困った問題だというふうに思

うわけでありますので， これらの諸点

についてのご見解があるならば伺いた

いし，私としましてl主，こう L、う点に

ついてもっとやはり配意をする必要が

あるのじゃないかと思っております0

3年ほど前でありますか。 3年ほと前
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になりますが，採卵期に超過勤務手当

を50何時間にふやされて，努力をして

いるわげでありますが，まだまだ， こ

ういう点についてのアンバランスが目

立ちまして，そのことが職務遂行上い

ろいろ障害をなしているという実情に

あると思っておりますが，ぜひ一つこ

の点についての努力を承りたし、と思い

ますし，要望もいたしておき t，:_~、と思

います。

政府委員(西村健次郎君〉ご指摘のような

点につきまして， とくに待遇の問題と

いうようなことは，同じ職場で同じよ

うな仕事をしている場合，そこに相違

が出るということは，実際問題として

もっとも仕事の能率なり，あるいは円

滑に仕事を進める上において妨げとな

るものである。それらの点につきまし

て従来も逐次円滑化をはかるために努

力はしておりますけれども， とくにい

まご指摘のような点につきまして，私

どもとしても十分努力して， これを逐

次改善して参りたL、， こういうふうに

思っております。

鶴園哲夫君 つぎに伺いたい点は，この

十和田湖のふ化場を廃止するというこ

とにともなって，淡水区の水産研究所，

それから日光にあります養魚場， こう

いうような内水面に役立つ試験研究機

関，あるいはこう L、う養魚場というよ

うなものを縮小するようなお考えはあ

りますか。

政府委員(西村健次郎君〕私どもとしま

しては，十和田湖は，先ほど申しとげ

た理由で、廃止いたしますが，その他の

施設について縮小するという考えは持

っておりませんo (以下略す〉


