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丹野一雄
さまの漁協役職肩書きに誤りがありました。
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水産多面的機能発揮対策支援事業
ー発表はテキスト収録のみとなってし

●３年度水産多面的機能発揮対策

「 矢 作 川の環 境 を 守る会（ 愛 知 県 豊田
年度からは第三期対策としての事業が

での５カ年で一区切りとなりますが、３

支援事業

教授がコーディネーターを務め、４つ
市）
」
、
「櫛田川第一漁業協同組合活動組
始まります。

まいましたが、内水面は、
「小猿部川の
年度から２年度ま

携による里海保全」を開催
の活動組織から活動報告が行われまし
織（三重県松阪市）
」
、
「万之瀬川振興会

本事業は、平成

全国の活動組織の取り組みを紹介す
た。
今回は、これまでのシンポジウムと
（鹿児島県南九州市）
」の取組が取り上
様、
全内、
全漁連、（公社）
全国豊かな海づ

伝統漁法を守る会（秋田県北秋田市）
」
、

るためシンポジウムを全国漁業協同組
違い、博物館や学校、自治会等の漁業者
げられました。
くり推進協会、（一社）
水産土木建設技術

つづいて東海大学海洋学部関いずみ

合連合会
（以下、全漁連）
と共催で、令和
以外の多様な主体と連携して活動して

●内水面のサポート専門家会議

●シンポジウム「多様な主体の連

（東京都千代田
３年２月 日、一橋講堂
いる活動組織が、連携して取り組むこ

専門家による専門家会議を、２月８日

講演は、魚を食べてもらうことで多

会木村尚理事の講演が行われました。

から寄せられた質問に対して、活動組

る意見交換が行われ、
チャットで参加者

コメンテーターとのオンラインによ

を行いました。

進していくための報告書の取りまとめ

ほか、
より企業やＮＰＯ等との連携が推

（うち内水面は４組織）を対象に行った

したことから木道が壊れました。
現在も

令和元年の台風の影響で湯川が増水

の釣魚期間中は、釣魚券発売所に飛沫

どの内容を変更すること、また、解禁後

染状況に応じて釣魚期間やイベントな

川の下流は、底石が少なく緩やかな斜面

整備され、通行が可能になりました。
湯

間中には通行が出来なかった下流域は

整備が進む中で、令和２年の釣魚期

９月 日の５ヶ月間です。
昨年度は、新

めています。
釣魚期間は、５月１日から

禁を５月１日
（土）
に控え、解禁準備を進

湯ノ湖と湯川の釣り場管理業務の解

解禁に向けて

施します。

センター、（株）
水土舎の５社で共同で実

３年度事業については、
これまでと同

区）
において開催しました。
本年度は、コ

ました。
内水面からは、「高尾野川をきれ
にＷｅｂ形式の会議で開催しました。

名の内水面の

来場者数を制限し、Ｗｅｂ上で生配信
いにする会（鹿児島県出水市）
」の髙崎

個別サポートや活動事例を紹介するた

くの人が関心を持つようになり、交流
織やコメンテーターが回答や意見を述
つづいて、
検討委員会や個別サポート

して水産庁の研究水面で各機関が行っ

上流部の小滝～小田代橋間はまだ整備

防止版を設置し、
職員および監視員等に

でゆっくりとながれるチョークストリ

シンポジウム Web 参加者の様子

全内に登録している

との成果や課題等について報告を行い

28

ロナ禍での開催となったため、会場への

を 行 うスタイルで開 催 しました。当 日

うに報告しました。

事務局が２年度事業について、
次のよ

正風会長が報告しました。
全組織の報告後に、内水面のサポー

は、全国から会場への来場者とＷｅｂか
らの参加者を会わせて約２５０名の参

治氏から、多様な主体との連携の必要
めのヒアリングが思うように実施でき

２ 年 度 はコロナ 禍 での 実 施 とな り、

性や、問題意識の共有や活動組織の体
なかった一方で、企業やＮＰＯ等が活動

ト専門家で連携推進部会座長の樋田陽

の三浦 秀 樹 常 務 理 事 と水 産 庁の山 本
制強化、
活動の活性化・効率化といった
組織の構成員になって連携して活動を

加がありました。

竜太郎漁港漁場整備部長のあいさつに
連携の成果と課題について報告を行い
行っている事例のヒアリングを、 組織

時に開会、全漁連

続き、
「多様な主体の連携による里海保
ました。

が広がって、そこで里海保全の重要性を
べました。最 後 に全 内の内 田 専 務 が閉

シンポジウムは

全」
と題したＮＰＯ法人海辺つくり研究

伝えていくことと語り、国交省と環境
について、それぞれ担当したサポート専
門家から報告が行われました。

会あいさつを行って閉会となりました。
なお、例年、会場で行っていたポスタ

空けるなどの対策に協力頂けるようＳ

ール消毒の徹底や、釣魚者同士の間隔を
ＮＳなどを活用して周知を図っていく
ことが承認されました。

た湯ノ湖 湯
･ 川での調査結果や、全内が
委託を受けている釣り場管理の状況を

されていないため、迂回路を利用しなけ

湯川の木道

国・県・市の関係機関と地元自治会に

ればなりません。

マスク等を配布して感染防止に努める

ームが特徴的で人気があります。

導の下、関係機関と協議を行いながら感

体の要請に従って、水産技術研究所の指

感染症拡大防止対策として、
政府や自治

認が得られ、今後の新型コロナウイルス

施計画については書面協議によって承

して書面報告しました。
３年度の調査実

や課題などを令和２年度の調査結果と

釣り場の管理運営状況や釣り人の動向

た釣獲状況分析結果報告、全内からは

した釣 魚に関するアンケートに基づい

水産技術研究所からは、全内が回収

面による報告と協議を行いました。

ルス感染拡大防止のため開催を中止、書

す。
今年度も、昨年同様、新型コロナウイ

報告し、今後の利用方法を話し合いま

を行っています。
年に１回協議会を開催

う冷水域の資源管理に関する調査協力

産研究・教育機構水産技術研究所が行

日光支所では、国立研究開発法人水

湯ノ湖・湯川調査研究推
進協議会

省によるブルーカーボンへの取組の連

15

ことや、釣魚者には、釣り場でのアルコ

一橋講堂の様子

13

型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、解禁を１ヶ月遅らせ、年に３回
開催している釣り大会を中止いたしま
した。
今年度も感染対策のため解禁日と
同日に開催している釣り大会は中止し、
８月と９月開催予定の釣り大会につい
ては、今後、感染状況を見極め判断する
予定としています。
コロナ禍で、感染対策を行った外の広
い釣り場では三密は避けられ安全に釣
りを楽しむことが出来ると釣りのレジ
ャーが見直されています。
その反面、全
国的にゴミや釣り糸・針などの放置が
増加したなどルールが守られないとい
った課題も出てきているようです。
日光
支所でも、解禁に向け、釣り情報の他に
ルールやマナーなどの周 知も行えるよ
う準備を整えています。
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29

整備され通行が可能になった木道（下）

30

10

22

携事例等を紹介しました。

日光支所から

