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風連湖内の I~ け・ます」刺網

漁業 lその調整方式

原 夫
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f建

33年 8月20日別梅村走古丹部務で本年

秋の「さげ」束11網操業調整会議が行われ

た。これは湖内の操業と増殖用さけ親魚

の確保との関係を如何にするかというこ

とに関し各関係組合および官庁が集って

話し合ったものである。以下その概況。

1. 風連湖の概況

本湖は北海道根室固に所在(東径145

皮25分北緯43度15分〕する 50.38.sr1方粁

の冷水湖である。極めて、浅く 1~1.5 米

で一般に小舟以外の運航は出来ないが，

湾筋のみはある程度出来る。本糊には主

な注入河川として風速JII.別当賀JII. ヤ

ウスベ‘ヅJII. ポンヤウスベ、 'JJIIの4河川

カ三ある。

2. 漁業法から見た風連湖の地位

昭和25年 3月141"1農林省告示第四号

「漁業法第3条第5項第5号の糊m等を

指定する告示」で糊nnc.準ずる海面とし

て取扱われている。

3. 湖内漁場計画と免許

道知事は昭和26年 6月208i漁業法第

11条の規棋に基く漁場計画を立て第591

号で告示したの乙れに対して根室橋中部

漁業協同組合および走古丹漁業協同組合

した。その内容は失のとおりであるの

梅共第 126号

共同漁業免許状

根室国和田村大字幌尻村

字温根消 25呑地

根室構中部漁業共同組合

外ー名

1.漁場の牧.置および区域 別紙

2. 漁業の種類 9 

3. 漁獲物の種類 9 

4. 漁業の時期 9 

j昭和26年9月1日から5. 存続期間tl昭和36年8月318まで
6. 制限または条件

右のとおり免許する

昭和26年 9月18 

北海道知事問中敏文

漁猿の種類 時期

省略

漁業の種類

第 1種

第 2種

にしん刺治司

さけ刺網漁業

ます刺網漁業

乙まい待網漁業

唱

i

n
川

市

i

ハり

つり

9

・F

己

5

1

8

4

一

~
1
~

宝

5

~

ゆ
~

1

J

1

J

5

4

5

 

4

9

5

剖
噌

-
A

、... ZE
R

、da
-
-
E
E

ん

い

り

し

げ

す

ま

か

う

に

さ

ま

こ

ち

き

の両組合が共同申請をし知事は昭和26年 かれい底網漁業かれい

9月1日付海共第 126号で漁業権を免許 第 3積

3.1-5.31 
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省略 省略 省略

共有者の住所氏名

野付郡別梅村大字走古丹村字伏古

遠太呑外地

走古丹漁業協同組合

根室郡和田村大字幌茂尻村字温根市

25 
根実情中部漁業協同組合

制限または条件

3. さげ刺網漁業およびます刺網漁業は

別l乙定める方法によって操業しなけれ

ばならないの

4. 湖内における「さけ・ます」漁業と

漁業者およびその問題点

この「さけ・ます」束11網は第2種の共同

漁業権として免許になっているの機民は

走古丹組合が50名根室橋中部組合が250

名であるの風速湖に入った「きけ」は主

として風速川および別当川に湖上するの

で勢い網の刺場はJII日付近に限定される

こととなる。しかし一般に水深が浅く刺

網を設置するに適しないので漁場はJII日

付近の湾筋に集約されることとなる。問

題はそ乙にある。親魚、を出来るだけ多く

湖上させるために川口を如何に通り易い

ようにするかという騨化場の考え方と刺

網で魚を多くとるために如何に他の人よ

りより早く，よりJII日に近い漁場を占め

るかという漁民とが真E面からぶつかる

こととなるのである。勿論風速糊口にも

両川の糊内の川口にも保護区域は設定さ

れているが乙れをぐるりと取図れたので

は採卵用親魚は上らなくなるし随って保

護区域の意味もなくなる。そこで最も良

い漁場であると同時に最も良い魚道であ
みよすロ

るj零筋を如何i乙使用させるか漁民と協議

して置くことが是非必要である門そのた

めに毎年関係者が集り協議会を聞くので

ある。

5. 操業調整方式

調整は弐の方針に基いて行っている。

A 風速湖の漁業権は両組合共有であ

るが人員等の関係で両組合の操業区

域を 2つに分けている。

すなわち「ャリムカシ岬」よりハル

タモシリ島左端を見通した線の以西

司司

を走古丹組合(今は別海組合〉以東 J
を根室橋中部組合とする。

B 両組合員は乙の両地区のいずれか

を主操業地域とするが互に入合を認

め合う。

C 両地区毎に操業規程を作る。

D 風速別当賀両川に湖上する「さけ」
みよ

親魚を確保する為に湾筋をあける。

本年度の協議会は 8月別目別海村走古

丹部落において行われたが次のように決

定された。出席者は道庁から牧野取締係

長， g際化場から小林根室支場長と私，上

野根室清中部組合長外10外，道叉茂吉別

海組合長外25名が出席した。

本年度の協定書は失のとおりである。，~

昭和33年度風速湖内

きけ刺網漁業協定書

北梅道立水産購化場根室支場

根室構中部撒業協同組合

別海漁業協同組合

右当事者聞に於て風速糊に於ける「さ

け」束11網漁業を操業することについて根

室支庁水産課立会の上左の通り協定した

(地域の分割〕

1. 風速湖内操業区域を別当賀川地区と

風連川地区とに分ける。

両区域の境界は「ヤリムカシ岬」よ

り「ハリタモシリ島」左端を見通した



線を以って以西を風速地区以東を別当

賀地区とするの

(別当賀地区における操業〕

2. 操業期は昭和33年 9月 1日より

11月初日まで

ただし休日揚網規定により 9月第 1

l凶の操業は 9月3日午前11時より投網

開始のこと。

2. 本流汐切での刺網は現地協定位置

(旧汐切より下流〕では両岸各々 5間宛

を操業して差支えない(図示〕

4. 持網は25間切(1聞は a尺)25目掛

25反以内とするの

ただし右の内網目の制限のない網は

1隻当 3反まで使用を認めるの

5. 休日は各月 1日2日11日12821日22

iヨの 6日間とする。

揚網投網の時間は 1の日の午前11時

までに揚網し 3の日の午前11時から投

網開始すること η

6. 本地区をさらに左の 4プロヅク l乙区

切する内

@ 第 1プロ γクはJII口指定区域境界

ぁ より旧汐切口まで

⑧第2プロヅタは旧汐切口より貝殻

iタ切口まで

(主) 第 3プロ γクは只殻汐切口より遠

太指定区域まで

④第4プロモ:Jグは別当賀汐切口別れ

よりスリ鉢東梅まで

7. 各プロモYク毎l乙班長 1名を選出して

組合に報告するとともに班長は操業の

秩序保全と操業効果の円滑なる連絡調

整l乙当るものとし業者はそれぞれ共

同責任において秩序の保持に万全を

期することペ

〔風連地医における操業〕

8. 操業期は 昭和33年 9月 1日より

11月初日迄

3 

ただし休日揚網規定により 9月第 1

回の操業は 9月2日午前11時より投網

開始のこと。

9. 本地区中の禁漁区はぜラ汐切および

新場汐切から風連川口指定区域に向い

途中において 1本となるように指定し

現地において両者立会の上標識をなす

(図示〕

10.持網は25間切(1聞は 5尺)25目25

反以内とするの

11.休日は各月 1811日21日の 3日間と

する。揚網投網の時間は 1の月の午前

11時までに揚網して 2の日の午前11時

より投網開始のこと。

12.本地区は 1つのプロヅクとし班長 1

名を選出して組合に報告するとともに

班長は操業の秩序保全と操業効果の円

滑なる連絡調整に当るものとし業者は

それぞれ共同責任において秩序保持に

万全を期することの

(移動操業)

13.両地区間交流操業は自由である戸

ただし移動操業するものは新に操業す

る地区の揚網目前日までに移動しなけ

ればならない。

(揚網および投網の時間〕

14.揚網及ぴ扱網の時聞が第5項および

第11項lとより実施し得ない場合は両者

現地に於て監視船とも協議の上円満な

実施を図ること。

〔検印〕

15.使用する網はどをて両端の汗子に氏名

を記入し組合の検印を受けるものとす

る内なお別当賀地医の網目制限のない

網については別に標識を付す〈
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〔罰則)

16.持網投網日記名検印その他本協定に

違反するものは漁網具を汲収する内

17.違反者は即日本漁期間の営業権を停

11:される《

18.若し違反者不明の場合はそのプロヅ

ク内の現在業者全部が 3日間の営業が

停 11二されるの

ただし本条項は風速地医を除くの

(報告の義務〕

19.各組合はli1漁船各組別の漁猿高を各

班長から費料を徴し最も主催な水揚尚

を11月末までl乙根安支場長宛l乙報告す

ること勺

(有効期間〕

20.本協定は昭和年度限りとし弐年度は

さらに協議の上取決めること内

右のとおり協定し相互署名調印の J'-:，MJ 
認し各 1部分有するものとする内

昭和田年8月25悶

北海道:ir水産僻化場根室支場長

小林教云j

根室情中部漁業協同組合

組合長理事 上野正二

別海漁業協同組合

組合長理事 道又茂吉

6. 住民の「さけJ rます」増殖事業に

対する協力

風速湖に入っている川の内風連川と別

当賀川が最も大きく「きけ「の湖上も多い

両組合はともに湖内外の浅海生物が主

漁獲物であるから非常に僅少のものであ

るから「さけJrます」の漁獲の年間収入の

上に占める比重は大きいので両組合はこ

の資源を確保する窟味と漁業秩序維持の

上から両川における人工瞬化事業用親魚

の捕獲事業を行って騨化事業に協力して

し、る勺

しかし放流した魚が必ずしも同一河川

のみにj回帰しないので計画生産が出来ず

これが今後のこの事業の強力な推進のプ

レーキとなっているのであるのこれ等の

数値上の分折検討については今後別に稿

を改めて報告することとする。〔道弐長)
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編 集ノ ート

¥本f干の鮭はまたまた急激なのびをみせ，昨

"1二を上司~り J采卵数日億ラインとなった勺関係

担当者としてわれわれの胸にある 3億ライン

とし、う数字はもう既に過去のものとなってい

る今もしこれが安定した線だとすれば，収容

量において 2億粒の急設を要する訳で第 3次

元十|前最終年次の急速な実現が必要となってく

る。賎しい悲鳴の以而場運営の態度なり，明確

な認識といったものに基く方針が望まれる内

しかし，こうした状態の場合，現場員の労

苦はいろんな|耐で増加していることも事実で

特に恨宅交場の作ざまには牢円なきシーズン
を送らせた次第て、ある内

けだから，という l沢で、もないが，そうした状

態が本場に集約されて，年内発送を予定した-(

l月刊行号がむずかしくなったの見あきのし

た表紙とともにお詑びを申し上げるη

。11月の下旬，十勝支場では十勝川の勝化事

業創業以来60年を朴して記念式典を行った。

先々代鴨川氏が帯広川支流オベリベリに業を
興して以来60年になるわけで，その跡は今日

なお清流を堪えてをり背を偲ばせている。

。本号「事業場日記」は長沢氏の創作であ

る今本誌ではここ数年適当なものがなく掲載

したことがなかったが，好僅lのものと思い続

絡を希望しているのただし現場に取材して
いるので関係者の名前やタイプが使われでも

いるのせんさくすればきりがないが創作でも

あるので諸賢のご寛平手をお願いしますの

一秋一




