
北水協会では 10月23日，札幌市民会

館において創立 75周年記念式を挙行し，

その輝かしい事蹟を偲んだ。

開会に当って挨拶に立った理事で、ある

飛島貫治氏は

「大日本水産会に続いてわが国で第2

の歴史をほこる北水協会は，今から 75

年前の本日この場所において設立総会

がもたれました。当時豊平館といわれ

ましたが，その参会者は 180名を越し

まことに盛会だったものと思われま

す」

とのベ，今さらの如く一世代に近い成り

立ちに新たなる感銘をよんだ。

この後， 式は役職員の物故者 68名に

対する感謝の黙薦があり，功労者2氏に

対する感謝状の贈呈が行なわれた。

飛島貫治氏，理事として在任 40年。

半田芳男氏，評議員として在任26年，

祝辞は道水産部長代理として荒井瞬化場

長が，水産界を代表して半田氏がのベ，

式を終えて懇談会にうつったが，会の性

格上参集者も少なく内輪であったにして

'も，安藤漁連会長，大垣水試場長をはじ

め水産界の古老の集まりとなり，旧懐談

l にくつろぎ和やかに会を終えた。

この行事を記念して「北水協会沿革

史」を刊行され，従来大方に忘れさら

れたかの観があった協会の事業が明ら

かにされたことはまことに意義が深

い。なお本史は半田芳男氏の編集。
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〈北水協会〉
その設立は明治 17年 10月23日。こ

の年 1月に伊藤一隆，松下熊雄，十河定

道，小田川善右衛門，林弘之，吉川昌則

の6氏が発起人となって全道の関係者に

次のような趣旨書が廻わされた。

「水産は吾人の要因にして 1日も欠く

可からざるは我輩の喋々を待たず。我

北海道の水産に富み漁獲夙に盛なる亦

衆人の知る所なり。今本邦より支那に

輸出販売するものを挙ぐれば，昆布，

暢，石決明煎，海鼠の 4種にして其一

年間輸出する所の金額は大約 Z33万円

其過半は専ら本道より産出する所のも

のにして尚他に盛に内国に輸出する著

名なる練，鮭あり。就中我札幌県沿海

の延亘は大凡 3百里， 大川 67， 沼湖

32， 其 1年間漁獲する所 54万6千有

余石其雑魚の漁額を加算せば無慮、 70

余万石に至る。其価格も亦 5百万円に

下らず。市して本道漁民の景況を察す

るに間慨嘆に堪へざる者あり，今其 1

2の例を挙ぐれば多く漁夫を使用して

人力を省くこと計らず。鯨，鮪，鯖等

の新漁業を聞くことを知らず，諸川の

鮭鱒を濫漁して其減耗を来すを省みず

鮭練の製造を粗悪にして声価を墜すを

察せざるが如き最も著明なる者なり。

其他漁具を要し，漁業の旺盛を計画す

可き者 1にして足らず，我輩此に慨す

る所あり， 1会を創設して北水協会と

名つけ広く各自の実験に徴L，水産の

蕃殖改良を計り，以て本道漁業の進歩

を補んと欲す。江湖の諸君幸に会意の

在る所を領し，翁然唱和陸続入会あら

んことを」

かくて続々と入会者が出， 10月Z3日

180名余の参会者を得て創立総会が行な

われるに至った。

その事業に見るべきものは多いが，特

筆に価するものは次の 4を挙げることが
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できる。

1)出版

北水協会報告明18.3~26. 3 1 ~77号

北海道水産雑誌明26.6~42.9 1 ~64号

北海之水産明44.1~大13.3 1 ~121号
以上はし、ずれも機関誌であるが，他に

類誌がなく，また，明治 23年には北海道

庁勧業月報も廃刊されたから，本道の水

産界ではl唯一のものとして継続された。

北海道漁業志稿昭10.10.20発行

明治 Z~1 年にはすでに脱稿していたも

ので，約 900頁，類書中最も権威のある

ものO

米国水産取調書明25.4.発行
伊藤一隆の米国水産事情調査の復命書

これらのもののほか 1-;J¥.産談話会記事故

列品解説」明 22，i北海道水産調査報告

巻の 1鱈漁業」明 37，1-北海道水産一覧」

大 7，の発行がある 0

2)研究と普及

協会では月 1田の月次集会を開いて水

産に関する講演，討論あるいは意見の交

換を行っていたほか随次集会を聞いてい

る。 こうした集同数は大正 13年の組織

換えまでの"l.0年間に大会幻 i可，中央小

集会 56回， 地方小集会 5[LiJ， 講演講話

会 10同，議員会 32目となっている。

また，産業の発展が博覧会によって飛

躍的な進歩を遂げることから，協会にお

いても水産品評会(明 18)， 水産奨励会

(明 20，7J¥.産共進会〔明 41)を小樽で

開催したほか道外の博覧会にも積極的に

tU品した。その他函館に設けられた水産

物陳列場にも多くの助成を行なった。

3)その他択捉島での紅鱒採卵，魚、煩の

冷凍試験，魚粕圧搾器試験等の研究，あ

るいは販路の拡張などの事業がある。

4)教育

現在の小得水産高等学校はこの協会の

運動によって設立されたほか，毎年 1名

を選んで奨学資金を給与して来た。

その初代会長(頭取)は伊藤一隆で，

協会は社団から財団へと変更し，会員の

最も多かった明治 26年には 721名にな

っていた。当時岩村通俊，柳楢悦，堀基，

関沢明清，松原新之助(明 20)， 佐藤昌

介(明 40)， 河島醇，浜田恒之助，伊藤

一隆(明 41)が名誉会員に，また，和田

健三，野沢俊次郎，藤村信吉，松戸熊槌，

阿部宇之八〔明"l.1)が特別会員になって

し、7こ。

現在この協会は財団法人として評議員

会 (10名，うち 2名は理事)をもって運

営されている。事業としては本道の水産

の発展改良をはかるため 1)研究に対

する補助金 2)奨学資金 3)発明改

良に対する奨励金 ，，1.)その他を行なっ

ており，理事には飛島貫治，大谷亥四郎

の両氏がなっている。(秋)

雇亙唖Jil
半田芳男〔受賞者)

北海道におげる解化事業 80年間の技

術的進歩は漁業資源の確保に偉大なる貢

献をしていることは今さら多言を要しな

いが今回の記念式典に列してその感をさ

らに新たにした。しかし近来の時世を考

えに入れて観れ(主年々歳々j回帰する鮭鱒

としてもその直面する水の状態がこれま

た年々歳々変化してL、ることに驚いてい

るのではないだろうか。すなわち水質の

悪変，密漁の激増等々いろいろの障害が

それである。これが対策は一日も疎に出

来ないことである。また~Iìl'化事業の在り

方としても今後はよろしく北太平洋の資

源保存という大きな見地に立って国際的

対策を具体化する機運に到達していると

思う。

今回の栄誉ある受賞には衷心力、ら感謝

すると共に右の重要問題の解決に微力を

尽して奉仕する所存である。



l堅直阻止
岡井正雄(元水産庁長官 〉

そうですね，併化事業の現状から私が

痛感していることは密漁のことですな。

なんと L北、ますか，生物愛とでも L、し、ま

しょうか。はるゴるi測って来ているさげ

に放卯させてやろうという気持ちになら

んもんでしょうかな。産卵前にとってし

まうということは非道ですよ。とに角関

係者は心してこの密漁をなくするという

ことですすまねポならないでしょうね。

今後の桝化事業の発展はこのことに大き

くかかっていると思う o

f降化事業については私に一つ意見があ

るのですが，それはもう少し稚魚を大き

くして放流してヤれないかということで

l す。これは経費の噌加にもなることです

から簡単に実現出来ることではないので

，すが，現在のような小さい稚魚、の放流で

は減耗が大きいのではないかと思う。研

究してみたL、と思いますね。

郡司 留吾

〔日本鮭鱒資源保護協会常務理事〉

とに角今日あらしめた先覚者の先見の

}明には深く敬意、を表します。私は今さら

のように 80年になるということに驚い

ているわけですが，現在公海の自由はず

!でに制約されており，宇宙に迄その制約

がのびようとしている時にですね， こう

1し一町一時を発
展させて来たということはまことに意義

のあることです。今こそ大きくその意義

が社会的な評価をえたのではないでしよ

うか。

事業はますます発展させなければなら
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ないと思いますね。またその機逆にある

と思います。私たちとしては将来北海道

では 7f意尾，本州ではど億尾の放流を実

現させたし、と考えております。そうした

発展のためには業界団体の政治力の結集

が必要ですが，近年は関係者の認識も深

まり， 日本鮭樽資源保護協会という軌道

に乗ってきているので，事業発展の背景

としても心強く感じている次第です。

真田健三

(日本水産株式会社常務取締役)

われわれ漁業者は捕ることばかり考え

て捕っておりましたが，資源保護につい

ては口では称えていても果してそれがど

のようなことであるか判らないでおりま

した。 しかし今日の 80周年式典に出席

致しまして皆様が如伺に苦心されてこの

事業を行っているかを知り，なる程と感

心させられました。その上このことはす

でに明治 10年から行なわれていたとい

うことにつきましては本当に驚嘆致しま

した。今後はこの前殖事業が如何に大切

であるかよくわかりましたので、私たちの

出来る範刊で協力させて戴きたいと思っ

ております。(於式場)

支努湖では日光で行っているように一

般の釣魚者から入場料をとるべきだと思

うが，考えてみたらどうだろう。

(於支窃湖)

石田露松(域毛漁協組合長)

今日の鮭鱒併化事業の盛況を予測して

この事業を創始された先覚者に心から感

謝と敬意を表したい。

顧みるに私は明治 42年小博水産学校

時代に千歳の併化場に行ったことがある
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が， この時すでに附化施設は随分古い物

を使用していると思ったものである。明

治 20年に出来たのて、あるから明治 4.2年

というと 22カ年も過ぎているわげで，

古いのはあたり riiJのことである。

明治的年頃鮭は一時漁獲が減少しそ

の後序々に仮復しもて来たので、あるが， こ

の頃から在、はjtrHヒj易とのつながりを持っ

た。今は老人となったがその時は若い時

であったので感激もーしはであった。

爾来この事業は民間から1(1'に移り民間

人11'(0二任せきりで何の手だすげもせず

におり他人ごとのように思っている。

現在府化i坊のある河川沿岸の鮭漁場が

有利になっており， jiff化事業の効果は万

人の認めるとこる。

今後l主アj(質向渇防止なと難かしい問題

もあろうが大L、に頂張ってやって買いた

L、。近年採卵数も多くなり本チ['1の各県に

移航していることは誠に意義があり欣快

に思っている。

水沢 一郎

(:jt海遊鮭鱒増刷漁協組#務理事)

大i旬、を誇っていた十勝川の鮭が捕れな

くなって来ておりますc 石狩川，天塩川

もその例に洩れず¥純一の湖上がどんどん減

少しております。これは文化の進展に伴

なって工場が沿線に建てられ，農業も水

産に魁げて発達して来たためで，河川が

汚され密漁が多くなり，河川の切替えが

盛んに行なわれて参りますと鮭鱒の卵子化

事業は哀微の一途を辿るの外ありませ

ん。釧路川なんかもあれ程沢山洲ってい

たものが最近大きな工場が建てられたた

め今でほ不漁にあえいでおります。

この 80周年に当り， 特にこの点が心
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佐藤広司

(西網走漁協組参事・内水面監汗!委員会委員) i 

本日鮭鱒併化事業創基 80周年記念式

に参列するの光栄に浴し感激しておりま

す。この機会に水質汚渇防止の問題を一

層強力にとり上げてほしいし，北海道の

広大な蹴水湖及び内情を合めた内水面漁

業の発展についてもう少し何とか施策が

ないでしょうか。

可香谷政夫

(元場員・釧路支庁水産課長)

本日僻化事業創基 80周年記念の式典

に当りこの盛儀に参列し背の「ランプ」

生活ーから始まった併化場を思い感慨無量

のものがある。

現在立体瞬化器ゃ木村式ウライなど出

来てその施策が改善せられ j務員の厚生

施;設もよくなっている。当時は労力を使

L、過ぎていたようだ。しかし仕事が辛ら

かっただげに魚と人間とのつながりが深

く，何かこの仕事にある誇を持っていた

ように思う。

久しぶりで、千歳の酔化場へ来たが昭和

4年菊地場長のときに場員が千歳折、化場

の構内に松の植林をしたが，それが現在

大きくなって利用されてし、る。今さらな

がら :~O 年の歳月を経たことをつくづく

感ずる。


