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水産多面的機能発揮対策支援事業

クあいち
（名古屋市中村区名駅）
で開催され、内水面部
会は 日に行われます。

の活動面積や事業費等の数値のデータベース化を担当

して技術面でのサポートを行い、また、全国の活動組織

術センター、 株
( 水
) 土舎の５社が協働で実施してい
ます。
全内は、
活動組織に対してサポート専門家を派遣

全国豊かな海づくり推進協会、
（一社）水産土木建設技

門家（表１）を交えて 組織程度を対象に行う予定で、

議形式でヒアリングを行っています。
ヒアリングは、専

して取り組むことの利点等を聞き取るため、Ｗｅｂ会

関等が構成員に加わっている活動組織について、連携

の活動組織のうち、
民間企業やＮＰＯ法人、
教育関係機

水産多面的機能発揮対策事業を実施している全国

●企業やＮＰＯ等と連携して活動している活動
組織ヒアリング

するほか、全漁連と協働でシンポジウム（事例報告会）
うち内水面は表２の４組織を予定しています。

本事業は、全内と全国漁業協同組合連合会、
（公社）

の開催を担当しています。

ている水産多面的機能発揮対策支援事業においても

になるなど、大きな影響があったほか、全内等が実施し

が行ってきた学童を対象とした体験学習の多くが中止

変更して２月 日（月）に一橋講堂（東京都千代田区一

会場が貸出中止となったことから、会場を一橋講堂に

安田講堂で開催する予定でしたが、コロナ禍の影響で

本年度のシンポジウムは、令和３年１月に東京大学

●シンポジウム（事例報告会）

影響を受けています。
日の２日にわたり福岡県中

ツ橋）
で開催する予定です。
日と

●講習会開催

本年度は、
コロナ禍での実施となり、全国の活動組織

20

また、プログラムや、活動組織の発表方法について

年度から参加している
『東京湾大感謝祭』
は、これ

は、
現在、
全漁連とともに検討中です。

令 和２ 年 ９月

22

小企業振興センター（福岡市博多区吉塚本町）におい
密集を避けるために各部会を２日に分散させ、内水面
部会は 日に開催されました
（図１）
。

と題して、静岡県の「いはらの川再生ＰＪ会」と高知県

団体・組織との連携について参考にしてほしいこと」

講習会は、コーディネーターの稲田善和氏が
「地元の

案内、クイズコーナーなどについて、本年度は行わない

発揮対策支援事業の活動事例の紹介やシンポジウムの

ブースで感謝祭の来場者に行ってきた水産多面的機能

ナ禍の影響でオンライン開催となりました。
水産庁の

ロナ禍の影響で小学生を対象とした活動が中止になっ

会
（ともに鹿児島県）
が活動内容を紹介しましたが、コ
で、
初めて学校以外の会場で行われるなど、
例年とは異

大会に参加する予定ですが、こちらもコロナ禍の影響

また、本年度においても全国小中学校環境教育研究

図 1 講習会（福岡会場、内水面部会）

新型コロナウイルス感染症拡大防止

コロナ対策

月 日で終了しました。
釣り場開設期間

例年より約１ヶ月短い釣魚期間が９

釣魚期間終了

よる被害が多くなっています。
昨年はマ

近年、日光支所のマスの養殖場で熊に

クマ出没被害

表１ 企業や NPO 法人等との連携している活動組織のヒアリング担当専門家

対 策による国の緊 急 事 態 宣言 解 除 後

できるかどうかわからない状況です。

もあり得るので、過去２年と同じようなブース出展が

たとのことでした。
最後に水産庁計画課から水産多面

こととなりました。

の「物部川 世紀の森と水の会」の事例を紹介しまし

まで横浜市内で開催されてきましたが、本年度はコロ

30
なる開催方法となるほか、
今後、
予定が変更されること

29

的機能発揮対策支援事業全般の概要説明が行われま
した。
28

本年度の講習会は、
残り１回、 月 ・ 日にウイン
10

日光支所から

表２ 企業や NPO 法人等との連携事例のヒアリング対象活動組織

29

●各種イベントへの参加

18

て開催されました。
例年、１日の開催ですが、本年度は

17

た。
つづいて、別府川をきれいにする会と万之瀬川振興

21

ールを支給し、感染防止対策への注意喚

視員や販売員にマスクや消毒用アルコ

場閉鎖の大きな原因になることから、監

た。
また管理側が感染してしまうと釣り

などを行い、感染拡大防止に努めまし

防止シートを設置、レンタル釣竿の消毒

けを行い、釣魚券窓口カウンターに飛沫

ール消毒等の感染対策の協力への呼掛

魚券購入時に間隔を空ける事やアルコ

釣り場開設期間は、釣り人に対し釣

せて今期の釣魚をスタートしました。

る湯ノ湖・湯川は６月３日解禁を遅ら

あったことから、例年５月１日に解禁す

も、
栃木県からの外出自粛の協力依頼が

リジナルステッカーなどを景品として

内から釣魚券引換証や入賞者全員にオ

は企業からの協力も得て、ルアーや、全

も何度でも参加登録できます。
入賞者に

ら釣魚終了の９月

競う
「年間大物順位決定戦」
で、
解禁日か

象に、それぞれ１００位までの大物賞を

ス・カワマス・ヒメマス・ホンマスを対

これは、湯ノ湖で釣り上げた、ニジマ

トランキングは例年通り開催しました。

ざるを得ませんでしたが、湯ノ湖トラウ

フィッシングフェスタの開 催 を 中 止せ

ファイナルと３回 行っているトラウト

止の為、解禁日・８月のサマー・９月の

中は、新型コロナウイルス感染症拡大防

ません。

入し設置した所、現在は被害を受けてい

気柵１００ｍセットを２万円程度で購

いただいても捕れず、更なる手段で、電

てもこじ開けてしまいます。

ロープで縛ったりオモリを置いたりし

に網が貼ってありますが潜ってしまい、

育てている

魚が狙われ、
釣り大会用に放流する為に

日光支所の養殖池の中でも特に大型

害です。

ましたが、今年はマスを食べてしまう被

ス用のエサを狙って餌料倉庫が壊され

た中であれば、行政なども外のレジャー

の影響もあり、今年度のエントリーは例

残念ながら外出自粛と釣り大会中止

に感謝し水辺環境を守るため、釣り人の

㎝級のニジマスや親 魚 を

起を行うなど対策を徹底して釣り場業

お渡ししています。
は推奨しており、外の広い釣り場では三

年の７割程度となりました。

日までの間いつで

務にあたりました。
感染対策を十分とっ

密は避けられ安全に釣りを楽しむこと
今後も、新型コロナウイルス感染症拡

有志、水産技術研究所、全内で湯川の清

また、
例年、
釣魚期間終了後には、
湯川
大防止対策を継続する必要がある中で、

掃活動「湯川リバークリーンと懇談会」

ができます。

釣りレジャーの安全性についての周 知

を行っていますが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策のため中止となり

を 行ってｗｉｔｈコロナの新たな釣 り
場管理が求められています。

優先的に狙っているようです。
池の周り

地元の猟友会に相談して罠を駆けて

今後も対策の継続が必要です。
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ました。

防犯カメラがとらえた、養魚池で魚を加え
るクマの映像

30

70

18

