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チャンネル
YouTube
BUZZ

「ぎょぎょチャンネル」
の
ご紹介

官僚系の
（ばず まふ）
において、水産庁の
MAFF
動画配信（ぎょぎょチャンネル）が始ま
り、動画第２弾として内水面の釣り場
日に公開されま

で行われた釣人専門官との釣り対決の
様子が令和３年４月
したので紹介いたします。
これは、水産庁の栽培養殖課が、子供
たちに釣りや内水面に興味をもっても

際マス釣 り 場 で 撮 影 が 行 わ れ ました。
水産庁の釣人専門官と若手職員が釣り
で勝負する、という動画を撮影した模
様が公開されています。
動画は、農林水
産 省 ホ ー ム ペー ジ： https://www.maff.
からご
go.jp/j/pr/buzzmaff/index.html
覧になれます。
●ＢＵＺＺ ＭＡＦＦとは
農 林 水 産 省 職 員 の 方 が、 省 公 式
チャンネルで農林水産物の良
YouTube
さや農林水産業、農山漁村の魅力を発
信するプロジェクトです。
●水産庁ぎょぎょチャンネル
水産庁の若手職員が、水産の現場や
業界人に触れながら、水産知識Ｎｏ．
１
の「スーパーー水産人」を目指す姿を配
信しています。
●動画第２弾「釣人専門官と釣り対決」
のご紹介
【概要】
「釣人専門官は釣りが上手いの
か？」
その真相を確かめるべく、釣り初
心者の新人職員が無謀にも釣人専門官
にバトルを挑みます。
【撮影協力】
秋川漁業協同組合

https://www.youtube.com/

【タイトル】【検証】 水
( 産庁 釣
) 人専門官
は釣りが上手いのか？勝負してみた！

で、昨年度行われた内水面漁業振興議
watch?v=Bxk31Gqbc7Y

らいたい！という思いで企画したもの
員連盟の総会において BUZZMAFF
の
活用を提案された、秋川漁業協同組合
の安永勝昭代表理事組合長（東京都内

湯ノ湖・湯川解禁
昨年は、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、
解禁日を１ヶ月遅
らせての対応を取りましたが、今年は、
通常通り令和３年５月１日午前５時に
打ち上げ 花 火の合 図と同 時に湯ノ湖・
湯川の釣りが解禁を迎えました。
前日夜は天候が危ぶまれましたが、
解
禁時は雨もあがり、
うす曇りの天候とな
りました。昨今の温暖化の影響からか、
山側に行く遊歩道に残雪がなく解禁当
初から山側での釣りが楽しめました。
ま
た、滝上ではもう少しでサクラの開花が
みられるなど、いつもより少し春めいた
中での解禁となりました。

湯ノ湖でのカワウ対策
湯ノ湖へのカワウの飛来数が年々多

年は 羽ほどになり、
今年の４月には

などの声かけを行い、無事に解禁の日を

ンス確保についての徹底をお願いする

ワウも慣れてしまい、一時的に逃げても

での追い払いを実施していましたが、カ

今までは、花火や強力懐中電灯など

効ですが、湯ノ湖の春は風速 ｍを超え

の所は効果が見られていることから、継

降り場を失い飛び去って行きます。
現在

コンボートを操縦したところ、カワウは

監視員を西と東に配置し、
２艘のラジ

害対策にあたっています。

り、ラジコンボートを購入し、カワウ被

する危険性が大きいことから、今年度よ

る強風が吹く日が多く、ドローンが墜落

15

続してカワウ被害対策に活用する予定
です。

ボート

コロナ禍ということもあり、今年は例

したが、
昨年９月以来湖畔に活気が戻り

くなり、数年前は 羽程度でしたが、昨

年に比べると釣魚者は少なくはなりま

ました。
安全に釣りを楽しんでいただけ
るよう釣魚者の皆様には、釣魚券購入

～ 羽と、
一気に増加しました。

終えることができました。
なお、毎年解

また飛来するイタチごっこが続いてい

時のマスク着用や、ソーシャルディスタ

禁日に併せて開催している、解禁トラウ

ます。
カワウの被害対策にはドローンが有

と、使用している２艘のラジコン

湯ノ湖解禁日の様子

トフィッシングフェスタは、密を避ける
ため中止としました。

ラジコンボートを操縦する監視員

桜のつぼみがほころぶ中での
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漁連代表理事会長）
ご協力の下、秋川国

日光支所から

