
夕張市は炭磁の町である。人口 12万

のうち 8割は炭轍関係者である。部落も

北炭，三菱の各般業所会中心として 7つ

に分れている。この町の人々の生活は全

て石炭に結びついている。1I1も町も黒く，

市内を流れるホロカ

ベツ川をはじめ，数

本の排水溝は夕張川

に注いでいるが， ど

れもこれも水は炭繊

の洗炭水が入るので

黒ずんでいる。この

黒い水をみて，夕張

本町から約 1里の清

水沢に行くと，ここ

に清水沢ダムがあ

る。従って人工湖が

あり，この辺りは小

公l主!となって，炭臓の人々にとって唯一

のレクリエーシヨン場となっている。思

い;Jcをみてきたせいか，人工湖の水は美

麗に感じる。この北炭清水沢ダムは，夕

張川の上流を清水沢(夕張鉄道)で堰止

め，昭和平年 12月28日改造，昭和 28年

5月用堤工事を完了した (42m嵩上)も

ので，人工湖は貯水後 20年以上を経過

l している。堰堤高 25.44m，堤]頁長 91.75 

m，敷幅 28.52mの重力式ダムで，総貯

水量:~，076， :~:~Om:Jであり，その流域雨i積

516km己犠水面積 0.869km2とL、う河川

型人工湖の出現となったものであるしと

のダムで年間 10，000， 000 kwhの発電を

行い，かつ濯j既用水の供給が行われてい

る。人工湖は河川型を呈しているが，平

水時のダム附近は水が貯j留し，水深12m

をmlJる。現在ボート

が浮び，人々の往来

¥ |rが州はω叫;1:.(
l鯨が生楼し，よい釣

I j易である。水色は淡
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黄緑褐で，渡島大沼

に似ているが，やや

褐色が強L、。 透明度

は 0.75mであるか

ら，大沼の 2m~3

mよりもずっと{氏

L、。 貯水して長年月

がたっているので，

湖底には浮泥が沈積しているが，溶存酸

素は湖全体として極端な消耗は全くみら

れなし、。プランクトンは池沼性の輪虫傾

が豊富に出現し，溜池の様相であるのそ

の水質よりみた湖沼標式は中栄養型湖沼

の範暗に入れるべきものとみられ， これ

からみた養殖適種は鯉，鮒，織というこ

とになる。

清水沢夕、ムより上流へ約 10kmはと夕

張川に添って行くと，通称二股ダム(三

菱大夕張二)¥党ダム)の工事現場につく σ

北海道開発局の子で， 昭和 :~5 年完成金
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目標に工事が進め・られているが， このダ

ムの主な目的は夕張川下流地域の瀧概に

ある。由仁，栗山，長沼などがこの水の

恩恵をうけ， 4')'):)ヘクタールの新水田が

聞け， 7030ヘクタールの新水田に補水

される。もう一つの特徴は発電用夕、ムに

も利用できるということである。二股ダ

ムだけで年間 6650kwhの電力が得られ

ることになっている。

昨年，夕張市では二股夕、ムとその下流

に位置している IIIi~I己清水沢夕、ムを含める

地域を観光地として広く各地へ紹介する

J画をたてた。また観光地域総合計画の

一環として，人工湖へは魚類を放養，t曽

嫡して市産業の振興を図るほか一般観光

客を誘致し，合せて市勢の発展を期して

いるが，この計画が実現すれば炭都夕張

市には一大湖水公闘が観光地として出現

することになる。堤高さ 67m， 堤頂長

257m， i准水面積 4.6km2というから，

丁度三笠市の佐沢人造湖(湛;J'(面積 4.99

km2) ぐr)~ 、なものが出現するわけであ

る〔加えてこの地域は夕張岳と戸別岳を

中心とする道立富良野戸別公園の箆(夕

張岳山鏡)に位置しており， これが完成

すれば全迫釘数なスケールの大きい観光

地と ts:るわけである。これで本道で'1大

きな人工湖として|付i主人工湖，糠平人工

湖，桂沢人工湖に次いで二股人工湖がお

目見得する[Jも遠くなL、。

(追ロ己)

昭和 17年に完成した|村屯人工湖(湛

水凶i積28.7日2kmりについては， 湛水後

当場でみ;水面利用の公魚i曽姐指導を行

L、昭和 18年に網走湖より公魚卵 7000万

粒， l'iJ 19 {j'-に再び|司湖より 7000万粒を

移嫡したが， I日J2a句ーにはこれらが成長

し，これから 1500万粒を自場採卵する

ことができ， 1800万尾の稚魚放流に成

功している。そのほか鯉の稚魚が昭和 18

年に 288，250尾，同 19年に 10万尾が放

流されているが，これらも現在沿岸部で

相当繁殖してし、る。すなわち魚類の増殖

が-応事業的に成功をみている人工湖で

ある。本人工湖をおとずれる人々は，昨

年は年間 5万人ということで，本道の観

光地として脚光をあびてL、る地域のーっ

となっている。

昭和 81年に完成した糠平人工湖(湛

水面積 8.030km2) も大雪山国立公園に

位置し，糠平温泉を中心とした観光地帯

である。ここでは毎年5万尾程度の虹鱒

稚魚が放流されているが， これらは在来

種の陸封桜鱒とともに釣獲されるように

なった。

昭和 82年に完成した佳沢人工湖(湛

水面積 4.99km2) も予察調査の結果，人

工湖の外貌，物象要|母，生産要悶などが

水産噌舶に適しているので，三Jib-市は区

画漁業権を設定し観光事業にからむ用

殖事業が積極的に推進されている。毎年

自[.鱒稚魚 10万尾を放流するとともに，

昨年は公魚約 8000万尾の放流がなされ

たが，直U!等の釣獲とともに，公魚は秋に

約 7.5cm (T. L.) iこ成長し，湖面至ると

ころにみられるようになった。ここは札

幌に近いので， 年間の観光客は 18万人

という盛況ぶりである。

以色のように本道の大きな人工湖は現

在観光面で主要な役割りを演じている

が，その;j'(産的な利用度も高くなって，

それに伴って人工湖に魚類を増殖する研

究が版めて煎要となってきているのであ

るo IIIi iAのように，その目的からいって



も，大然の湖沼と人工湖とでは異った種

セの点を持っていることをよく認識して

かからなければならなL、。すなわちその

変貌の原|尽を究明して，それに基く合埋

的な水産管理を行わなければならない

が，特に人工湖についてはその研究は前

途多難であろう。 河川の外貌(外界の状

態)，相貌(形状， 101岸線， 水位水深，

水面積，水脅積， 流量流速など)， 物象

一一一一
III C7)M~魚害について

早坂誠

歌登事業場はふ化用水の渇水で休場中

で、あったが，昨年9月ふ化用水を全面的

に揚水ポンプで賄うことによって事業が

再開され，さけ，ます合せて :~20 万粒の

収容を行った。

その後揚水ポンプ及びその他は何等の

陣碍もなく，同年2月8Hに至り突然、揚

;J(井戸の湧水量が減じはじめたので，稚

魚、の安全策としてすで

に浮上をはじめていた

樟太ます稚魚の放流を

行った。 :HHlに約 1
00万尾内外の放流を行

った夕刻になってウマ

イ， ウマイなどと騒い

で飛来する何者かが現

れわるようになった。

翌朝放;J(路の見廻りを行ったところが

真鴨の大きいのが 4羽も稚魚とー絡に滋

泳中であるο 拳骨より持合せがなかった

ので手近かなところで‘はあったが見逃し

て仕舞ったので、夕刻早速トラ狭を仕掛け

て置いた。その外にも古い刺網で放水路

の被覆も行守ったc

要内(水温，水色，透明度，濁度，水質

!底質など)などの変化にと ιなって，生

産対象魚種などの変動はあるにしても，

おのおの人工湖の進展に対しては，それ

に関係する各部門が水産的開発面を〉並行

して，水産噌婚の合理的開発を計るよう

にするならば，その生産は必ず向上され

るものと考える。

(道立解化場調査課長)
_，、，、，、，、，、，司-、，、，

翌朝若、の背負った鴨を思い浮べt"，がら

hって見ると実にたきいのが一羽鳴を完

全に侠まれてL、た。早速トラ扶を外して

見ると驚くことに口の中は一杯に稚魚が

詰っていることである。早速食害の尾数

を調べて見ると，現型を有する稚魚 :~45
尾、 銀色した腸内の糊状のもの 5.0ccが

IHて来たのです。 1尾の稚魚を容量計算

すると 1尾当り O.5cc内外であるので糊

状のもの 1cc を 2 尾として ~l 算すると
100尾の稚魚になり， 合計すると実に

535尾驚きの外はありませんでした。

法的には許可なく捕えることは出来ま

せんが道徳的?には全く良いことをした

とわれなりに安心して

いる次第です。

随分ピント外れの乱

丈ですが結文として放

流期間中全道 52カ所

のふ化室周辺に飛来す

る鴨は相当なものと推

f定されます。 5，S， 8 

計算をして見るとおよ

そ数百万尾の稚魚が食害されることにな

ります。 1羽の食害実例から計算を出す

のは無謀にしても 1尾でも多く降泌させ

る意味においてはこの鴨が食害した写真

をご覧になり，今後の防止策に役立つこ

とがあれば字甚と思いtH¥:tを帰載願った

次第であります。
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