
5) 採卵中l乙親ff.1..が暴れでも動かぬよ
う支脚を頑強にすること。

3. 使用の結果
従来，虹ますの採卵にあたっては， 1名

が親f.(tの胸腹部を両手で持ち，他の 1-11 
が足柄を;左手で、持って右手で-腹部を圧し
て卵を搾取する。すなわち 2名で行うが，
その場令，句、をill，がさないようにするた
めに強く掘ることから，胸腹部を圧迫す
るため魚体を損傷する乙とと，時lと f.~1.が
暴れて採卵手(の手からのがれ，腹肝内の
良卵を打ちつけるばかりでなく，受卵時
l乙搾取された卵をも傷つける場今もあっ
たが，組，¥(1、支持台を使用してみて，明、]の
搾耳元以前と搾取Iドにおいては， 2人で探
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卵する場合と同様に，休を硬ばらせて暴
れはするが，そのとき尾柄を持っている
左手で魚体を深く挿入するだけで簡単に
避けることができた。それに魚体の大小
により挿入部の間隔が仕切られであるの
で，仕切板に打ちつけて傷を負うような
こともない。
従来卵を搾取する操作は，かなりの経

験と技術を必要とされたが，支持台を使
用すれば初心者であっても，受精原理，
内臓の構泣きえ知っていれば，容易に目
的を.ltすることができるのと， 1人で作
業が行い得るので，労力を軽減しうるの
みならずその余剰労力を他に活用出来る
であろう。

-・・・・圃E・・・・・z・・・・・.. ・E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・E・・・・・・・・・・・.. ・・・E・E・E・・E園田E圃・・・・・・・E・.._1・・・・・・・・..司・..・..・・

さけ，ます稚魚漁獲防止取締対策要綱

比 イ左 勤

-・・・田・・・・E・・・・.. ・・・・・・.._1・・・・・E・..・・E・E・・・.. ・・・・・・・・・・E・...・・E箇量・・a・・・・・...・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...

昭和 27，23両年にわたって道な水産
勝化場において行った稚魚、混獲調査の結
果全道治岸で定置，小安置により i見獲さ
れる鮭僻稚魚数は約 1;)，760，000}ると推
定され， その他共同漁業権による地曳
網・舟曳網および棒受網などによるi見穫
数を加えればその数はだ大なものになる
と考えられる。
ところがそれに対する対策といえばほ

とんど皆無といった状態で部分的にはあ
る程度積極的な防tt..対策を講じている地

占域もあるが金道的l乙塑ト・的な方策という
のは僅かに昭和23年に道水産音[1において
決定した「重要魚、族の稚魚混務防止策」が
あるだけで，それも印刷物が地方に配布

h されたTごけで終り実効が挙るところまで
は行かなかった。このように鮭鱒増殖事
業の最終単科ーである放流稚魚沿岸滞留期
がさとく放置された状態について当場とし
ても種々検討していたが，矢張りこの問
題についてはその取締主体である北海道

j においてより積極的な活動を進めること

を期待する以外にないとして客年末道水
産部長に対し稚魚、i昆獲の現況を訴え防止
策の具現を要望したのであるが，その結
果急速に具体的な防止対策樹立の気運が
高まり，道水産部と当場との聞で種々協
議した結果ょうやく下記のような「さ
け，ます稚魚漁獲防止取締対策要綱」が
出来上った。
本要綱は従来の対策l乙比較して非常に

具体的に規定しており，取締の徹底と漁
業者の白覚により稚魚、漁獲を自主的に防
tt-.することを期待して関係機関相互の協
議会を随時開催すること，多獲時期にお
ける一定日数の操業休止，または操業時
間の制限などを指導すること，従来の稚
魚の所持販売禁止与を製品所持販売禁止ま
でおよぼしたこと，悪質違反者および違
反者多発組合に対して道・支庁の水産行
政執行i乙際し適宜詮議を規制することな
どを詳細に規定しており，本要綱の積極
的な運営・による稚魚、混獲防止の効果につ
いて充分期待して良いであろう。
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さけ，ます稚魚漁獲防止

取締対策要綱

ar，有132斗'.3月

1じ !Iij )註

1 .目 的
人工瞬化事業による放流さけ，ます稚

魚の保護指導を画期的に強化し，増殖事

業の効果を完空ならしめ，以ってきけ，

ます資源の判久的維持塙売を図る。

2. 基 本 方針

さけ，ます稚魚漁獲の現況に鑑み，乙

れが防止の指導及び取締に当つてはつぎ

に婦げる諸事項を県本方針として諸対策

の樹立及び実施に当るものとする。

(1) さげ，ます稚魚漁獲の防止指導，取

締に当つては.最も多く漁獲される恐

れのある地域，漁業の組類および漁期

に重点をおき北海道さげ・ます解化場，

北海道 if水産鮮化場，道警察本郊など

の関係機関のほか，北海道さげ，ます

保護協力会述令会，北海道きけ，ます

増殖漁業協同組令などの関係団体の債

極的な協力を得て実施の/5"全を期する

ものとする。

(2) 関係漁業協同組合に対しては自主的

な漁獲防止の実施の励行を要請するほ

か，一般関{系漁業者に対しでも積極的

な協力を要請し，その笑効を期する。

(31 稚魚漁獲未然防止の棒発指導を積極

化し，資源愛護の精神の昂揚を図る。

(41 稚魚漁獲違反l乙対する取締を強化

し，違反者に対しては，その内客l乙応

じ処分の厳.IEを期するものとする。

3. 針策

前掲の基本方針l乙基き，つぎにかかげ

る具体的に推進しさげ，ます稚魚漁獲防

止の徹底を期する。

(1) 関係機関相互間の連繋

道ば関係機関および団体と緊特なる連

繋を保持し漁獲の防止相導ならびに取

締商の一体制を確保するためつぎの措

置を講ずるものとする。

1. 協議会を開催し稚魚漁獲防止指

導，取締方針の相互交換の徹底を図

ること。

2. 漁獲防止，取締の実効を挙げるた 1
めの諸刻策の失施l乙当つては，さら1'1

i乙ー届の協力を要請すること。

:~. 支庁ならびに僻化場をして王~警

察署及び関係諸Hl1'l( との 1th~~j~会を随
時開催せしめる。

4. 道水産関係現地駐在はおよび市町

村水産技術普及員などに対しては漁

獲防止の指導，意見の開陳あるいは 1

現地状況の報告を求めるなど側面的

協力を要請すること。

5. 関係市町村，海区漁業調整委員会

に対しては，現地関係団体と緊寝な

る連繋を図り稚魚漁獲防止の指導面

について積極的協力方を要請するこ

と。

6. 関係漁業協同組合に対しては自主

的防止対策の樹了r:とその推進を要請

し，特l乙稚魚、多獲期における漁獲の i

防lUとっき積極的指導を勧奨すると 1
ともに，各漁業者l乙対しては懇談会

の開催などにより資源、愛護の重要性

を認識せしめその実効を期せしめる

こと。

(21 稚魚、漁獲防止指導，取締実施事項

稚魚漁獲防止命指導取締に当つては，多

獲する地域および漁業の随頬，漁期な

どその実態を充分考慮のJ~. 現地取締

機関ならびに関係諸団体と緊密なる協

調の下につぎに掲げる事項につき強力

に実施し，その実効を期するものとす

る。

1. 稚魚、を漁獲する漁業実態と静獲状

況の犯握

現地関係機関，関係諸団体および除

係漁業協同組合と協力し，実地調査吋



および懇談会などの開催により，時

期的l乙稚魚を多獲する各種漁業の実

態および漁獲状況を迫確に把握し，

稚魚を保護するために必要な調主な

らびに漁獲防止，取締指導計画の実

施に効巣あらしめるよう万全を期す

る。

2. 漁獲防止の指導

王知也における一般関係漁業者に対して

は漁業の操業に当って漁共，漁法のごr:

夫改善等漁獲防11-.f'.必要な指導を実施

する。

l11 多獲時期における操業指導

関係、漁業者に対しては，稚魚H1現の最

も多い時期においては漁業協同組今と

協議の七一定13数の操業休止，操業

時閣の制限などについて指導する。

ロ)t缶、具の指導

漁具について多獲時における稚魚、の体

長，体高より害IIH1した各市[]目の設低限

度を関係漁業主ーに表示し， これが使用

励行を喰カl乙柏導する。

l31 漁法の指導

漁法については，

的に指導する。

弐の$摂につき積極

府) 定置網により漁獲される場合

「たも網」などで稚魚を拘揚げ放流

する。

ゆ曳網によって漁獲される場令

舶曳，地曳;間などの操業に当つては

魚採部えの311込み前に浮子ら一時沈

め稚魚を網外に温IP，す。
3. 違反の取締

今北海道漁業調整規則l乙規制するまを源保

護l乙関するjM限，禁止の諸条項を完全

に履行せしめるため違反の取締を強化

する。

l11 もじ網使用禁止の完全宗施

北海道漁業調整JJ，l.則第43知乙指定

する水産動物〔こうなと，いきた，

しおむし，わかさぎ(ちかを合む)，
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しらうお，えぴ(内水面におけるも

の)，とり〕を採捕する場合を除く漁

業のもじ網使用禁止の完全実施を期

する。

(21 体長制限違反の取締f

北海道漁業調整規則第41条第 1羽
l乙規制するさけ，ます稚魚、の全長制

限違反については道支庁ならびに脱

化場の漁業監督点員のほか現地警察

署の協力を得て漁獲物の検査を笑施

し，その違反内容に応じ措置する。

削稚魚、の所持および販売者の摘発

全長制限に違反して漁獲したさけ，

ます稚魚、の所持者又は販売者の取締

を強化し，違反主に対しては厳正な

処分を実施する。

(4i さけ，ます稚魚、の製品所持，

の禁止
奴32

北海道漁業調整規則を改一疋してき

け，ます稚魚製品の所持，販売を規

制し， これにより現在生鮮稚魚のみ

の所持，販売の禁lf:~製r吊としたも
のにまでおよぼし，尚、獲防 If二および

取締を一層効果あらしめる。

(51 取締海[宍の実施

会道沿岸を別表1m区l乙大刊し，稚魚、

漁獲の防止指導，取締海区として，

各海区における稚魚出現の時期およ

び漁業の操業実態ならびに漁獲状況

に応じ， その都度三重点的指導，取締

を実施する。

4. 漁獲防止の終発指導

本道治j羊におけるさけ，ます漁業の現

状， さけ，ます酔化事業の重要性およ

ひ守稚魚の大量漁獲は本道さけ， ます漁

業におよぼす弊害の極めて大なること

を充分認識せしめとともに資源愛護の

精神を函養し，物心両面にその主眼を

おきつぎのことを実施する。

1. 各報導機関の協力による新聞記事

のJ掲載， ラジ才放送， ポスター， リ
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ーフレヅト，椋話の領布などのほ

か，道， ;l.己漁連および漁業協同組合

などの広報手段を組極的に活用し万

全を ~tfjする。

係る諸種の規則違反に対しては，そ

の内育学l乙応じ処分の厳JEを期するも

のとする。

2. 漁獲多発地区を対象として，漁業

者を主体とする現地懇談会ぞ開催す

ることとし，なお小中学校における

講話会の開催により，児童および生

徒を通じて資源、愛護の豆要性を山識

せしめ，その実効を閉する。

1. 違反者l乙対しては，罪状に応じ，

取締法規卜会の処罰を厳重に行う乙

と。

2. 悪質違反者l乙苅・しては道，支庁の

水産行政を執行するに際し適宜詮議

を規制するo

3. 違反者ー多発の所属組今 l乙対して

は，特l乙非協力と看倣される}坊合，則違反ti.!乙対する措置

本道さげます漁業の振興ならびに在

源愛:~i;の重度性に鑑み，ネjv.f:(;，漁獲に

]iJ 二長

Jiíj 号にヰtじ jj断念行政l~JI: (lIを講ずるも

のとする。

さけ，ます稚魚漁獲防止指導京締海区一覧表
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