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第１０期第２回石狩後志地区海面利用協議会 議事録

日 時：平成３０年３月５日（月）１３：３０～１４：３０

場 所：北海道立総合研究機構 水産研究本部 中央水産試験場 ３階中会議室

出席者：別添出席者名簿のとおり

委員数：定数７名 出席委員４名

事務局 皆様お揃いになりましたので、只今から第１０期第２回石狩後志地区海面利用協

議会を開催いたします。

開催にあたりまして、北海道石狩振興局産業振興部水産課 山田水産課長から御

挨拶申し上げます。

山田課長 ※挨拶 省略

事務局 それでは、本日、ご出席頂いている第１０期委員の皆様をご紹介させていただき

ます。委員、出席者の紹介 省略

それでは、第２回の協議会を始めさせていただきます。石狩・後志地区海面利用

協議会規約 第４（２）に基づき、石狩振興局山田水産課長が座長を務めさせてい

ただきます。

ご協力の程よろしくお願いいたします。

山田課長 それでは、次第に従い議事を進めさせていただきます。

（１）河口規制について、事務局から説明願います。

事務局 （資料１－１、１－２により説明）

山田課長 ただいま事務局からご説明させて頂きましたがご質問などございますでしょうか。

佐藤委員 ひとつ、良いですか。千走、泊、禁止時期、通常５月１日から９月３０日までとあ

りますよね。それなのになんで５月１日から９月３０日までなんでしょう。

事務局 調整規則では、８月３１日までなんです。５月１日から８月３１日までが道の規

則で定める禁止期間となってます。道の調整規則では８月３１日までですので、９

月１日から９月３０日まで委員会指示により禁止してます。

佐藤委員 そしたら、ここに掲載されている資料、５月１日から９月３０日までですが、８月

３１日までですね。

事務局 そうですね。資料に誤りがありました。大変申し訳ございません。

資料の訂正をお願いいたします。

山田課長 調整規則で８月３１日まで規制して、それをさらに委員会指示で１ヶ月延長すると。

他、何かございませんでしょうか。サクラマスの資源も年々減少傾向にあるという

ことで、このような河口の規制をやっていきたいという趣旨でございます。

佐藤委員 もう一ついいですか。昨年から、その前から私、言っているんですが、後志地区の

ですね、神恵内村珊内川のスモルト放流で、河川の釣り、あそこは規制がないので、

６月１日からできますよね。何年も前から言っているんだけどもスモルトを放流す

る時期もだいたい、６月１日以前に放しているのではと思うのですが。すぐ海に降

りるわけではないので、半月なら半月、たとえば規制をかけるとか何らかの方策を

採った方がいいのではと前々から話してるんだけども。それに対して道の方で何か
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佐藤委員 と色んなあれがあるのかわかんないですけども、何らそれに対する返答というか何

かをやっているとかそういう回答が全然得られないからね。ここ何年も。

事務局 ２４年、２５年くらいですか。２３年、２４年、２５年だったかな。その頃３ヶ年、

一度、委員会指示で、６月１ヶ月かな。禁止期間を設けてですね。水産試験場で放

流したスモルトが、どれだけ降海しているのか。３年間調査したことがあってです

ね、その試験場の調査結果ですと、５月中に降海する魚は降海して、６月に残って

いるスモルトというのは、もう河川残留型で資源にほとんど寄与しない結論がでて

いると聞いております。他の場でも同じような意見が多々出ているのですが、水産

試験場からは、都度同じ調査結果の説明、評価があるものですから行政としてもそ

の調査結果がある限りは、中々６月半月でも禁止期間を設けるというのは動けない

状況にはなってます。

佐藤委員 ただ、私も学者ではないので、わかりませんけども、６月過ぎてから、本当に河口

の波が立っているところでですね、カモメがスモルトを食べているんですよ。川水

が海に流入するところで。波立ちますよね。波の上にスモルトがあげられる。そこ

を狙ってカモメが食べる。１羽２羽ではないから。６月に入ってからでも降りてい

るのは降りていると思う。それなりの魚は多分残っているのではと思うのですけど

も。

事務局 珊内川は河口からすぐの上流部に砂防ダムがあってですね。サクラマスの生息区域

としては、狭いこともあって、あと私たちも毎年秋になると１回、２回、親魚捕獲、

卵を取りに新魚捕獲をするのですけども、全然取れない年が続いているのですね。

それで、さけます増協が中心となって隣の古宇川をサクラマスの増殖河川に、珊内

川から古宇川に移行することを今、検討しております。

佐藤委員 古宇川はもともと保護水面になっているからいいとは思いますけども。一昨年あた

りを見てますと珊内は、６月の中旬くらいから遡上するための親魚がね、さけと同

じように親魚が波の中にがっちゃり見えるくらいいるんですよ。たぶん、それだけ

川の前にいる魚がのぼらないわけがないので。ただ川としては、非常に急勾配な川

なので川幅も狭いし、魚にとってはきつい川だとは思いますけども。たぶん、それ

なりの魚は戻っているとは思うんですけども。後は密漁されているかもしれない。

川自体狭いからね。

事務局 古宇川は川も良い川ですし、周年禁止の保護水面に指定されていて、河口禁止もか

かってます。捕獲からすべて珊内川ではなくて、古宇川の方に移行することで、増

協さん主体で考えてて。早ければ今年の春からでも珊内川のスモルト放流をやめて

古宇川で放流できないかというぐらいのスケジュールで検討が進められているとこ

ろです。

佐藤委員 わかりました。

山田課長 他、ご質問、ご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

なければ、次の議題に進んでよろしいでしょうか。

一同 （特になし）

山田課長 それでは、（２）サクラマス船釣りライセンス制について、事務局より説明お願い

します。

事務局 （資料２－１、２－２により説明）

山田課長 ただいま、事務局から説明をさせて頂きましたサクラマス船釣りライセンス制につ

きましてご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。

田中委員 釣果尾数とありますけども、平成２８年は突出してますよね。ばらつきについて、

明確な原因など把握されているんですか。

佐藤委員 昨年の秋の孵化場の話によると、一昨年スモルトを放したときに、後志管内で放流

したんでしょうけども、天然魚の採卵がうまくできたと。先一昨年くらいになるの

かな。河川に２年間いますよね。
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事務局 ２５年の親魚確保が良かったんですね。

佐藤委員 自然遡上の親魚がうまくとれたと。それでスモルトを放せてちょうど回帰の年だと。

そういう話は聞いたんですよね。それが一昨年ですか（平成２８年）。それで、ま

あまあ良かったのかなと。そこで４月から６月上旬くらいまで我々もいけるんじゃ

ないかと見越してたんですが４月中旬までは、そこそこ釣果尾数が揚がってますよ

ね。ちょうどこの前後にですね。イルカが押し寄せてきたんですね。なぜかわから

ないんですけどもイルカが北上してくると、サクラマスが釣れなくなると。それま

でいた魚がいなくなってしまうんですね。突然。海底に潜るのか、一気に北上する

のかはわかりませんが。原因のひとつは、イルカだと思っております。我々漁業者

は。サクラマスの多い少ないに限らず、イルカの気配があると魚はぱっといなくな

りますから。

山田課長 イルカの北上は毎年なのでしょうか。

佐藤委員 それはもう何十年も前からですね。ただ最近、本州のいるかの突棒は、北海道に来

ませんよね。積丹沖まで来ませんよね。本州での津波もありました。昔みたく商売

にならないのかもしれませんけども。その船が来なくなってから、いるかが出るよ

うになりました。獲るいるかは、何種類かあるのでしょうけど来ているのは、かま

いるかがものすごい数来るんです。凪の良いときは港の赤灯台の間口まで入ってき

ますからね。そういうのも魚が釣れない、いなくなる原因の一つかなと我々は見て

いますけども。

田中委員 平成２９年が釣れないのもイルカが原因でしょうか。

それもありますし、昨年は３月の中旬から下旬ぐらいだったかな。イルカの気配も

佐藤委員 あったんですが、魚も数が少なかったんです。それが尾を引いちゃって両方のダブ

ルパンチでした。

事務局 あと、秋さけと違って、親魚捕獲の数だとか採卵の数というのが年によって、ばら

つきすごく多いのですね。それで近年でいうと、この表にあわせて言うと、２５年

が捕獲採卵の調子良い年で、２５年に採卵したのは、２７年に川に放流して海に降

って、２８年に回帰してくるんです。それで２８年の釣果尾数とかが、良かった状

況になっています。２８年これだけ良かったので、当然捕獲採卵も良かったもので

すから、今度はそれを２年後の３０年に放流して３１年の回帰がまた良いんじゃな

いかなというのを、ちょっと期待はしているところですね。

佐藤委員 昨年、一昨年に来年も良いですよという話は聞いてたんだけども。島牧村で孵化場

の人が言ってたんですけど、その席の場では。太鼓判押してたんだけど。結果、昨

年はだめでしたけど。

積丹の我々の保護水面の川でも一昨年はね、橋の上からでも、ものすごい魚が入っ

たのは確かですね。型の良い魚が多く、このような魚はしばらく見たことないとい

うくらいにね。

そして秋味がのぼるころには、山の上にあがっている魚がずーっと橋の下にいたん

ですよね。秋味と同じく橋の下で泳いでいる光景が見られたんですよね。そのうち

あがっていきましたけどね。あんまりあがりすぎてもね。余別の保護水面は川が短

いですから。話を聞くと河川の許容能力というんですか。魚の。それをオーバーし

てしまう、そういう話は聞きます。やまべを放流してますよね。余別は毎年。何万

尾か放流してますから。素人考えで倍、放流したらいいのではと話したこともある

んですけども。川の許容範囲があるので、それ以上は、良くないですよと聞いたこ

とがあります。

山田課長 やはり漁獲も親魚の捕獲も年で格差があるのですね。

事務局 桁違いの増減の推移はありますね。

山田課長 貴重なご意見ありがとうございます。

佐藤委員 ライセンスについて、もう一点良いでしょうか。

サクラマスのライセンスで秋の会議の時に、出席できる時は毎年言っているんです
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佐藤委員 けども。協議会を立ち上げたのは、もう十何年も前なんですけども、昨年も同じこ

とを話しているんです。このままいくと、協議会がなくなるという話をしておりま

す。なくならないためにはどうしたら良いのか、何か方策を考えているのかと言う

ことを出るたびに話しているのですが。その対策について回答が全然出てこないの

です。それで本来であれば、ライセンスを取得してもらってライセンス料を払って、

それをふ化事業の方に少しでも寄与できればという趣旨で理解はできるんですけど

も、実際集まった会計の経費を見ると、その半分くらい事務経費だとか旗だとかで

消費している部分があって、ふ化場にいくのは微々たる分だと。当然ライセンスを

申し込む人が少なくなれば、その中身が必然的に減るのですから、そのことをどう

するのかという話もしてますし。また地区によっては取得している人と取得してな

い人がいるんで不公平感がでていると。それをどうして是正できないのと。そうい

う話もしてます。その辺の回答がね、それぞれ担当が違うからね、すぐお答えでき

ないのかもしれませんけども、結果的こういう議題であがってくるからには、皆さ

ん、同じ問題を横の繋がりか縦繋がりかはわかりませんけども、認識しているのか

なと。ただ、この場、海面利用協議会の中でもサクラマスのライセンス、これが出

てきているということは、そういう投げかけた部分が共有されているのかなと。

事務局 そうですね。佐藤委員様からライセンスの協議会において、指摘して頂いている２

点の課題ですね。こちらについては、まず不公平感が出ているというところで申し

上げますと、サクラマスを釣る場合は、必ずライセンスを取得しなければいけない

ということで、この趣旨を遊漁船業者の方へお知らせしております。またプレジャ

ーボート所有者の方においても制度の理解をしてもらうよう市町村さんの方で漁港

の使用許可を行っているんですけども、その際にこちらの啓発資材、これだけでは

ないのですけども釣獲尾数等の遵守事項を掲載した資料を使用許可時に配布させて

頂いているところでございます。ご指摘の部分もございますけれども、市町村、振

興局、連携してですね、該当される方、皆さん取得してもらえるように努めたいと

考えております。

佐藤委員 話の腰を折るかもしれませんけども。それを含めて各市町村さんの担当者によって

温度差があるのではという話も昨年の秋にしました。

私は、積丹町ですから、積丹町の担当者、たまたま退職したのでね。今年のメンバ

－変わってますので職員がどういう対応取るのかはわかりませんけども。漁港のあ

げおろし許可を出す時に、積丹町は来岸漁港、あげおろしの許可を出してまして、

そこを使う際に周年あるいは短期、どっちにしても周年であれば、冬の間でも来る

人は来ますから。それに備えてライセンス時期に絡めて申請してくる人については、

サクラマスのライセンスを取得してくださいというような指導をして、だいぶ改善

はされているように思いますけども。それでも確信犯でね、プレジャーボートでや

っている人達もいます。サクラマスでないから、ホッケ釣りだからという人達も中

にはいますから。だからそういう指導もかいくぐってね、やっている人達もいるか

ら、その辺はもっと厳しくしないと。各市町村担当者がね。ホッケ釣りの針にさく

らますは、かかるんですから。兼業者でもサクラマスの数、少ないからと言うかも

しれないけれども。周年で許可を取っている人であれば、サクラマスのライセンス

を取らせなさいという指導ができないのかという話もしている。その結果、プレジ

ャーも兼業者も指導がうまくできれば、ライセンス料はあがる。イコールふ化場に

回る資金も多くなるでしょうという話もしてるんでね。その辺の回答が全然ない。

言っていることはわかります。言っていること。何年も言っているんです。それに

対して全然回答されてないから。じゃあ、私たち、積丹町がここ何年も釣れてない

から、ライセンス料３万でしょう。きっちり皆とってますよ。我々の地区の部会の

者は取得している。お上の言うことは確かですから。我々罰則はくいたくないです

から。言葉悪いですけども。取得してます。ただ、ここまで釣れなかったら、ここ

まで高いライセンス料払えないです。というような話も実際でています。我々の仲
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佐藤委員 間にも許可だしていない人もたまにいますから、そういう人たちを見ると不公平で

はと思うところがあります。港ひとつ違えば、兼業者が何人もいるのに一艘二艘し

か取得していなかったり。そういう意味で不公平感あるだろうと。もっと適切な指

導というか対応できるのではと。昨年あたりも小樽の組合長も来てましたけども。

向こうは、釣れる時期が確かにずれているからね、いやいや、その時期は中々釣れ

ないのだよねと地理的、地区的な部分もあるでしょうけども。でもそれもひっくる

めてね、何らかの指導をしていかないとサクラマスのライセンスの協議会というの

は、何年かしたらなくなるよと何年も前から私は言っています。なくさないために、

じゃあどうするんだということを考えていかないと。心配しています。それをなく

さないようにするのが立場上、そちらではということです。

この話は秋に出席できればまた、しますけども。佐藤がまた同じこと言っていると

思われますけども。 以上です。

山田課長 貴重なご意見伺いましたので、サクラマスの実行協議会にもご意見のほうは、伝え

ていきたいと思っております。ありがとうございます。他にご意見、ご質問ありま

せんでしょうか。

一同 （特になし）

山田課長 ご意見ないようであれば、次に進みたいと思います。それでは、続いて情報提供と

いたしまして、議題の（３）全道の海面利用協議会について事務局から説明願いま

す。

事務局 （資料３－１、３－２、３－３、３－４により説明）

山田課長 ただいま、事務局から全道の海面利用協議会の説明がありましたが、この件につい

てご意見、ご質問などございませんでしょうか。

佐藤委員 これ実際どうするんですか。昨年と同じように順番に、北海道であれば、南の海域

から定置に魚入りますよね。巻網とかで操業回数を減らしたり自粛すれば、必然的

に魚はある一定の漁場まであがってくるんですから、昨年と同じ現実が起きます。

どうお考えですか。

事務局 先週、何日か前にも新聞で報道されましたけども、タック制導入された際に、漁獲

の上限を設けて資源管理するのがタック制度なんですけども、昨年から今年にかけ

て北海道で大幅に上限を超過したものですから、第４管理期間からは北海道への割

当は、今０という方向でございます。

佐藤委員 実際、時期始まる前に、もう獲っちゃいけない状態なんですよね。

事務局 そういう方針を明らかにしたのは、つい最近、新聞に掲載されていたところです。

佐藤委員 そしたら、獲っちゃだめということは、例えば、大型定置をやっている人達には、

獲ってはダメということは、当然、沖で放してこいということですよね。

事務局 そうですね。その数日後に道庁のコメントも掲載されてまして、マグロの漁獲上限

は、割り当てられないのですけども、定置網漁業は他の魚種の漁獲も期待している

ものですから、定置網の操業自体をストップすることはないと。ただ、まぐろの漁

獲をなくすことについては、各浜に任せるという判断は、先般の新聞に掲載されて

いたところですが、かかったマグロはすべて放流することになろうかなと思います。

佐藤委員 だから、その放流というのが一番問題だと思うんですよ。例えば、定置網で網揚げ

した時に、魚、よくテレビで見ますよね。網せってって、バシャバシャ跳ねてる光

景ありますよね。あそこで網から魚をはずした段階でマグロはもう死にます。結果、

死んだ魚を放してやって、それが放流という、名目上確かに本数に含まれないかも

しれないけども、それで良いのかという話なんです。札幌で２月の時にも同じよう

な話をしています。それに対して明確な答えはありませんでした。国からの指導だ

からやらなければいけないのかもしれませんが、その辺はどう考えているんだとい

う話をしたんですけどもね。
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事務局 はい。変わっていないですね。この前の新聞に掲載されたコメントから、変更はな

いです。

佐藤委員 今年また、同じこと起きますよ。

港には魚を持ってこないかもしれませんけども、沖での海中投棄ですからね。放流

ではないですからね。放流というと言葉はいいけども、海中投棄ですからね。その

時には生きていますけどもね。マグロというのは引き揚げた段階でショック状態な

んですから。少なからず最低でも尻尾を捕まえるはずですから。尻尾を捕まえてよ

っこらしょっとやった時には、動いてますけどもショック状態ですから。海に放し

た段階でたぶん死にます。ただ、それが良いのかと。名目上は放流だけど。その放

流という言葉だけで逃げてて良いのかいということを指摘しているんです。２月２

日にも言いましたけど、漁業者は獲るなというなら獲らないですよ。その分漁業補

償してくれと。でも国としてはできないのでしょうから。もっと良い方策を考えな

いと。これはどの漁業者も多分、死活問題になると思います。我々の地区にも大謀

ありますからね。手間暇かけて結果的に海に投げる。まして漁業の時期も決まって

いる。漁業者の苦しいところをちゃんとわかっているんですかというところもある

んですよ。国として上限を定めると思いますけども、現実問題また、昨年と同じこ

とがこの夏以降、起こりますよ。南茅部の漁協が迷惑料として１億出すと言ってま

すけど、全国に配分したらどれくらいになるのでしょう。その辺の回答を現場の漁

業者としてはね、もっとはっきりした指導をやってもらいたいですよ。以上です。

事務局 間違いなく、本庁担当にも伝えていきたいと思っております。

山田課長 貴重なご意見ありがとうございます。

佐藤委員 それともうひとつ。中身的には、２月２日に札幌で開催したのと同じなんですけど

も、後志でもう一回やる必要あるのですか。２月２日にやっていることと全く同じ

ように思うんですけども。

事務局 ２月２日は全道の海面利用協議会で、その他に各地区１０ヶ所に海面利用協議会が

設置されていてですね、その地区ごとの議題を設けて年１回を目安に開催している

んですけども。後志はライセンスを実施しておりまして、重なることもあるんです。

佐藤委員 後志と繋がりのないマツカワの資料もあります。

山田課長 佐藤委員は全道の海面利用協議会の委員なのですね。

佐藤委員 本日、お話したことは２月２日にほとんど喋っていますから。久保さんも参加され

ていて、サクラマスのライセンスの時にも久保さんが参加されていたから、また佐

藤が文句を言っていると思われたかもしれませんけども。なぜ２回もやる必要があ

るのかなと。

山田課長 札幌で２月２日に開催されたのは全道の海面利用協議会で、本日は地区の海面利用

協議会ということでご了承いただければと思います。

佐藤委員 わかりました。

山田課長 他になにか、ありますでしょうか。

佐藤委員 ２月の際に言い忘れたんですけども、２月には海保さんが来てたんですよね。

積丹町からは誰も出席してなかったんですけども積丹町の水産課の人間が苦労して

いる部分がありまして、プレジャーボートを使って遊漁を行っている者で、何日も

海が凪ぎて港に係船している船があります。一回一回上架しないといけない筈なん

ですけども明日も釣り客がいると、明後日も凪だと、そしたらあげおろしするのが
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佐藤委員 面倒くさいから、結局、沖の岸壁のところ、防波堤の根っこに係船しているんです

ね。町から指導されているので、そして自分たちが係船してはいけないとわかって

いるんですけども、次の日、釣り客がいるからと。町からは指導されているんです

けども、その辺、海保さんが、取締できるのであれば、役場の担当者を助ける意味

でも振興局の方から海保さんに何らかのお願い、指導をするように、結果的にそれ

なりの権力があるところで取り締まらないと。営業ではないプレジャーボート所有

者も係船できるんだと。一時水産課の担当者がやるようになって。係船している船

が少なくなったんです。またそれが出てきちゃったので。都会からトレーラーで引

っ張ってくる人たちもいるんですけど、その人たちにとってはなお、面倒くさいで

しょう。一人やるとどんどん増えていく現実があるので しないように指導する意

味もあって何らかの指導をできればと思います。注意すると恫喝してすごまれると

のことです。そういうこともあって役場の担当者が怖がって指導できないという現

実もあります。

山田課長 対応の方、検討させて頂きたいと思います。

佐藤委員 春日さんに聞いてもらえばわかると思います。

たまたま、昨年の秋口に気がついて、ずっと夜でも係船している日があるなら、知

らせてあげるよという話をしていました。

山田課長 貴重なご意見ありがとうございます。

山田課長 あと、他に何かございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

一同 （特になし）

山田課長 次第で（４）その他と設けているのですが、委員の皆様からご意見なり、検討が必

要であると思われるような事項などあればですね、お手軽に挙げて頂ければと思い

ますが、何かございませんでしょうか。特にないでしょうか。

一同 （特になし）

山田課長 事務局の方からありますでしょうか。

事務局 特段ございません。

山田課長 それでは、特になければ、第１０期第２回石狩後志地区海面利用協議会を閉会した

いと思います。

皆様におかれましては、遠路はるばるお忙しい中、お集まり頂きましてどうもあり

がとうございます。悪路、お気を付けてお帰り頂ければと思います。本日はどうも

ありがとうございました。


