第

4月

全国内水面漁連の出版物
本会では、漁場環境の改善に係る水産庁の委託事業を受託しています。事業終了後にその結果を、報告書として取りまとめ、
漁業関係者ほか多方面に実費負担で提供しています。ご希望の方はこちらの申込方法をご覧ください。在庫がなくなり次第、
終了とさせていただきます。
※価格には送料・消費税が含まれています。

年間契約 四[回発行
年間契約 四[回発行
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漁業者以外の購読者

平成30年
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機関誌

タイトル

監修・編集

良好なアユ漁場を維持するための河川環境調査の指針

監修

アユ種苗の放流の現状と課題

監修
農学博士

魚を取水施設に迷入させないための試み

監修
愛媛大学名誉教授

天然アユを川にたくさん遡上させるための手引き

監修
東京大学名誉教授

] 定価二︑八〇〇円︵本体二︑六六七円︶ 単品 定価七〇〇円︵本体六六七円︶
] 定価三︑〇〇〇円︵本体二︑八五八円︶ 単品 定価七五〇円︵本体七一五円︶

−漁場環境調査指針作成事業報告書
（普及版）
−

−琵琶湖産、人工産、海産の特性を考慮した増殖事業−
−内水面資源利用向上対策事業報告書−

―海産アユ種苗回帰率向上総合調査報告書―

「身近な川と魚の調べ方」
を用いた調査と
さかなに配慮した河川工事事例

価格

在庫

H24.3

1,330

少

H14.3

2,060

水野 信彦

H13.3

1,540

羽生 功

H12.6

2,570

H8.3

2,360

H8.3

2,880

少

H6.3

2,060

少

漁場環境調査指針検討委員会
石田 力三

監修
広島大学名誉教授

中村 中六
平野 礼次郎

−都市近郊河川漁場改善調査報告書−

東京大学名誉教授

魚の迷入の実態とその対策へのアプローチ

監修
水産環境研究所代表

農業水利施設の魚道整備の手引き

編者

汽水域資源の有効利用をめざして

監修
東京大学名誉教授

日比谷 京

H6.3

1,850

ブラックバスとブルーギルのすべて

監修
東京大学名誉教授

羽生 功

H4.3

3,090

少

魚を育む豊かな流れ

監修
東京大学名誉教授

日比谷 京

H1.3

2,360

少

―放流稚魚等迷入防止対策事業報告書―

―汽水域総合開発利用調査報告書―
―外来魚対策検討委託事業報告書―

―河川生物資源保全流量調査報告書―

石田 力三

農業水利施設魚道整備検討委員会

【申込方法】

お申し込みは、申込書をＨＰ上でダウンロードして印刷し、必要事
項をご記入の上、FAX、郵送または電子メールにてお送りください。
お支払いは、現金書留 、または銀行振込にて先払いでお願いしてい
ます。入金が確認出来次第、お届けいたします。

【申し込み先】

●郵便の場合

現金と申込書を同封の上、現金書留にて本会事務局までお申し込
みください。

●銀行振込の場合

全国内水面漁業協同組合連合会
〒107-0052
東京都港区赤坂1-9-13
三会堂ビル3Ｆ
T E L: 03-3586-4821
FAX: 03-3586-4898

E-mail: zennaigyoren@naisuimen.or.jp

申込書をファックスまたはお電話、電子メールにてお届けください。
折り返し振込先をお伝えします。

群馬県

発行

両毛漁協（カワウ被害対策繁殖抑制テープ張り・ヤマメの稚魚放流）／赤城大沼漁協（冬のワカサギ釣り）提供

ation

CONTENTS

inform

巻頭言

２

全内漁連開催の各会議について

漁協組合員を紹介します

20

電気ショッカー稼働中

21

平成30年度

第66回

全国内水面漁連通常総会

機関誌

第48号

ブロック会議を開催

４

だれでもできる外来魚駆除マニュアル２

22

第２回種苗対策委員会を開催

５

Let s ドローンでカワウ対策

24

第１３回内水面漁業の施策に関する意見交換会を開催

６

鰻生息環境改善支援事業など

26

平成２９年度補助事業の実施結果報告

８

水産多面的機能発揮対策支援事業

28

平成２９年度委託事業の実施結果報告

10

日光支所から

29

河川湖沼との関わり

11

業務日誌

30

編

我が漁協（広島県 江の川漁協）

12

櫻井 新前全内代表理事会長「お別れの会」

30

我が水産試験場（福島県内水面水産試験場）

14

職員のつぶやき

31

発行所：全国内水面漁業協同組合連合会

気になる研究結果（滋賀県農政水産部水産課）

16

新聞記事から

31

内水面漁協（第18回）

18

編集後記

31

愛しきアユ（第21回）

19

全国内水面漁業協同組合連合会

日

時

平成30年6月27日（水）

場

所

石垣記念ホール
東京都港区1-9-13三会堂ビル

全国内水面漁業協同組合連合会機関誌
平成30年4月発行

発行人：全国内水面漁業協同組合連合会
代表理事会長 宮腰 光寛
集：本所

機関誌編集委員会

〒107-0052

東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3階
TEL：03-3586-4821

FAX：03-3586-4898

ホームページ：http://www.naisuimen.or.jp

印

刷：鵜川印刷株式会社

〒923-0053 石川県小松市河田町丁33番地

然環境保全活動組織（島根県）」の佐々

水産多面的機能発揮対策支援事業
五社協働で平成二十八年度から実
木隆志副代表が、地元小学校と連携し
て実施している自然体験イベントや、

施している本事業（本誌十頁参照）の
うち、年度末に開催された事例報告会
市民参加型のモニタリング等につい
午後からは、先進事例の発表が行わ

並びに全内が担当した内水面の活動
技術サポートの状況や内水面のサポ
れ、内水面からは、京の川の恵みを活

て紹介しました。

ート専門家会議の概要は以下の通り
かす会が報告したほか、二組織がポス

組織に対するサポート専門家の派遣・

です。

内を出して開催したところ、当日は、学
の活動組織を対象に行いました。

を掘り起こすためのヒアリングも五つ

●内水面の技術サポート専門家会議

生の参加があり、漁協のもつ多面的機
能を外部に向けて発信する良い機会と
なりました。
二月二十八日、三会堂ビル（東京都
十名の内水面技術サポート専門家が

港区）において、全内に登録している

二十九年度は、のべ九つの内水面活
出席して、内水面の専門家会議を開催

●活動組織へのサポート状況
動組織に専門家を派遣し、
河床耕耘や産
しました。
本年度に実施した個別サポート、自

卵場整備に関する指導、
水生昆虫調査や
モニタリングの手法等について、
技術面
己評価ヒアリング、優良事例ヒアリン

三十年二月十日、第一生命ホールホ
飼育体験や自然産卵観察会について、

れいにする会」がサクラマスの発眼卵

ポスター発表は、「富山市水辺をき

めのヒアリングを行ったほか、
優良事例

織に専門家を派遣し活動強化を図るた

己評価の結果に基づいて、
十五の活動組

また、二十八年度の活動に関する自

意見交換を行いました。

三 十 年 度 の サ ポ ー ト 体 制 等 に つ い て、

告を行い、情報共有をしました。また、

からサポートを行いました。

ール（東京都中央区）において全国の
「かすみがうら市地区環境・生態系保

グを行った専門家がそれぞれ事例報

活動組織の取り組みを紹介するため
全活動組織」がヨシ帯の保全を紹介す

ター発表を行いました。

事 例 報 告 会 を 開 催 し ま し た。当 日 は、
るものでした。

●事例報告会

神通川の魅力を高め、豊かな川を取り戻したい

全国から五百名の関係者が出席しま

院農学生命科八木信行教授による「日

部長のあいさつに続き、東京大学大学

常務と水産庁漁港漁場整備部岡貞行

全国漁業協同組合連合会大森敏弘

ットワークづくり等について報告し

易魚道や取組を広げていくためのネ

事）が、同会の結成の経緯と木製の簡

大学防災研究所准教授、賀茂川漁協理

みを活かす会」の、竹門康弘代表（京都

これまでも事例報告会は公開で行

マスの育成

㻴㻞㻤㻘㻴㻞㻥 サクラマス卵の飼育体験

地元小学生を対象にサクラマス自然産卵観
察会を開催。

㻴㻞㻢 手づくり魚道の設置（㻴㻞㻤 修繕）

地元小学生を対象にペットボトルでサクラマ
スの卵をふ化させる飼育体験を実施した。
飼育期間は、約３週間。

㻴㻞㻣 サケ観察会

湯ノ湖・湯川の釣り場管理業務の解
禁を五月一日
（火）
に控え、
放流魚の育成
を始め、
情報案内のためのポスターやパ
ンフレットの作成を進めています。
釣魚
期間は五月一日から九月三十日の五ヶ
月間です。
また、全内では、内水面漁場の動向に
ついて情報収集するための釣魚に関す
るアンケート を 配 付 回 収 していま す。
アンケートの回収率を上げるため先着
三 千 名 に記 念バッチ を 配 付 しており、
毎年バッチ収集を楽しみにしている釣
り 人の方々のためにもマスや湯ノ湖・
湯川をモチーフにしてデザインを工夫
して作製しています。

湯ノ湖・湯川の解禁

の大寒波となり、職員もこれまでに体
験したことがないくらいの寒さとなっ
たために稚魚の飼育管理が大変でした
が、
湯ノ湖に放流する十五㎝サイズにな
るよう解禁に向けて飼育に取り組んで
います。

㻴㻞㻡㻘㻞㻢 サクラマス自然産卵観察会

先例事例の発表では、「京の川の恵

本の漁業・漁村の役割」についての講
ました。

が、同氏が東京湾で行っているアマモ
って来ましたが、主立った参加者は活

～神通川の魅力を伝える～

・河川開発等によりサクラマスの遡上範囲が㻝㻣㻚㻝㻑まで消失
ン
・神通川での漁獲量は㻝㻢㻜トンから㻝トン程度にまで激減（右図）
・他の魚種でも遡上範囲や生息域が減少

ト

ンクトンに由来する糖類やタンパク質
による泡の塊が見られますが、湯川は、
環境基準において維持しなければなら
ない水質の基準となる類型がＡに指定
されていることから関係各所で水質を
保持する配慮を行っており、泡の塊が人
為的汚染によるものだと誤解を受けな
い様に、
今後も広く周知する必要がある
ではないかという意見が出されました。
推進協議会において、湯ノ湖・湯川
の環境対策や利用方法について協議会
員全員で一丸となった取組が行われて
いることが確認されました。
全内として
も、今後も継続して活動を行って行き
ます。

富山市水辺をきれいにする会は富山漁協、婦負漁協（内水面）及びとやま市漁協（海面）で構
成され、内水面ではモデル地区に選定されている。活動場所である富山市は、岐阜県飛騨山脈を
源として富山湾へと流れる神通川を有しており、古くはサクラマス、サケ、アユの皇室の御猟場
に指定されるなど、豊かな川の幸に恵まれていた。富山の特産物として有名な「ますの寿し」も
元来は神通川のサクラマスによりつくられていた。

マ ス の 稚 魚 が ふ 化 し た 頃 の一月
二十五日は、日中でもマイナス十一℃

結果：多くの児童が興味を示してくれた。
県内の高校生を対象に水中カメラを利用し
てサケの観察会を開催。

【+アンケート結果（抜粋）】 計７１名
地元大学生及び海面漁協と共に手作り魚道
を設置。

神通川における
サクラマス漁獲量

２．現状と課題

した。

演が行われました。

場を再生する取組を紹介したあと、三
動組織や地域協議会の担当者でした。

事例報告会は、全内内田専務が閉会

つの活動組織と共にトークセッショ
多面的の取組が次世代を担う若い人

つづいてテレビでおなじみのＮＰ

ン形式でそれぞれの活動内容の紹介
達にも紹介できるように、今回の事例

挨拶を行ったのち閉会となりました。

と意見交換が行われました。内水面の
報告会は首都圏の大学や高校等に案

Ｏ法人海辺つくり研究会木村尚理事

活動組織は、「益田川と海をつなぐ自

湯 ノ 湖・ 湯 川 調 査 研 究
推進協議会
第十七回湯ノ湖・湯川調査研究推進
協議会が三月十四日に開かれました。
日光支所では、国立研究開発法人水
産研究・教育機構中央水産研究所の内
水面研究センターが行う冷水域の資源
管 理に関 す る調 査 協 力 を 行っており、
この推進協議会では、まず、二十九年度
の調査結果について国立研究開発法人
水 産 研 究・ 教 育 機 構 中 央 水 産 研 究 所
および全内から報告がなされ、次いで、
三十年度の調査実施計画が承認されま
した。
環境省の日光国立公園管理事務所か
らは、湯川沿いにある木道や、湯川の釣
魚スポットで人気のエリアである青木
橋の架け替え等の工事を行うことが報
告され、工事は、人力で杭を打ち込む方
法で周辺環境への影響を抑え、
濁りも最
小限になるよう釣りに配慮した工法に
なっていることが説明されました。
小学生やハイカーを案内する
「自然ガ
イド」の方からは、湯ノ湖・湯川の自然
と釣りの歴史について説明を行ってい
る他に、湿原の裸地化の多くが釣り人の
踏み荒らしに起因していると誤解され
ていることから、立入制限柵を釣り人と
協働で設置したことや設置二年後には
湿地がほぼ回復していて効果があった
ことなどの説明も併せて行っている旨
の説明がありました。
また、湯川では時折、水草や植物プラ

１．地域の概要

３．神通川の魅力を高める主な取組み

28
ぜんない 4月第48号
ぜんない 4月第48号

29

サクラマス資源が減少

湯滝付近に設置された環境省
工事看板

事例報告会場の様子（上）
富山市水辺をきれいにする会のポスター（下）
30 年度ポスター

富山市水辺をきれいにする会

