
【公述（意見）】
本提言案については基本的に賛成します。ただし、そのコンセプトである公聴会関係資料「オホーツク東部地区の

秋サケ資源回復対策について」に関する内容については、曖昧さ、事実誤認や自己矛盾が見られますので再考すべ

きであろうと考えます。

提 言

 1.野生魚を人工孵化放流事業に「活用」すべきではありません。これでは「野生魚の孵化場魚化（家魚化）」に手

を貸すことになります。「環境変動下における持続可能なサケ資源保全管理のために野生魚の保全を含めた総合的

な水産増殖のあり方」を考えるべきではないでしょうか。「増殖」にはきわめて初歩的な人工孵化放流事業も含ま

れますが、それ以上に重要且つ基本となるのが、サケが自然再生産できる川づくり（産卵場確保、遡上通過、仔稚

魚の生育場の確保など）であります。

 2.「適応」を正確に記載して下さい。適応度（fitness）と適応性（adaptability）は意味が違います。野生魚は孵

化場魚より適応度が高いのは言うまでもありません。野生魚を守るということは対象種の適応度を高めるのに効果

的ではありますが、適応度が高いからと言ってバイオマスを多くできるかどうかは分かりません。一方、適応性は

対象種がその時その場の環境に合っているかどうかに過ぎません。環境が変われば、その種は「適応」できなくな

ります。

 3.本資料では随所に「親魚の不足」との記述が見られますが、これはおかしいと思います。現在の捕獲数と採卵数

から単純計算しただけで、捕獲数の半数は採卵に使用されていないことになります。* 例えば、放流数10億尾を想

定した場合（10億尾が妥当言う意味ではありませんのでご注意下さい。現在の北海道系サケの環境収容力から判

断する限り10億尾は多すぎるでしょう）、孵化場での受精から放流までの生残率を想定すると採卵数は12億粒程

度あれば十分と予測されます。北海道系サケの平均孕卵数は約2,900粒です。現在の非効率的な捕獲採卵技術とし

ても過去の実績から考えると、雌親魚一腹の採卵数は少なくとも2,000粒（平均孕卵数の69％）にはなるでしょ

う。そうすると雌雄1:1として120万尾の親魚で必要採卵数は確保されるはずです。（*必要があれば、データは提

供可能です）

 4.孵化放流事業へ「融和方策」を取り入れるべきであると述べております。その「融和方策」の定義が「孵化放流

河川において孵化場魚と野生魚を遺伝的に交流させ、遺伝的に野生魚に近い孵化場魚を放流するという考え方」と

あります。これは正しく「野生魚の孵化場魚化」の何ものでもありません。現在、きわめて少ない「野生魚」の遺

伝的撹乱および家魚化の何ものでもありません。決してこのようなことはやるべきでないと考えます。

資料「オホーツク東部地区の秋サケ資源回復対策について」の詳細なコメント

以下スライド順にコメントを述べます。

#1. 「秋サケ資源回復対策」として「野生魚の活用」が効果的であるとの根拠は何でしょうか。私は不可能である

と思います。降海後のサケOncorhynchus keta生残率に野生魚と孵化場魚で違いがあるというエビデンスをこれま

でに見たことがありません。キチンとエビデンスを示すべきであろうと思います。

#2. 「孵化放流計画」とは孵化場魚の資源をどの程度造成すべきかが根拠になるべきではないでしょうか。これで

は放流数が先にありきで、本末転倒ではないでしょうか。

#4. 「秋サケ資源の減少要因」が断定的な表現となっておりますが、そのエビデンスを示すべきでしょう。また

「親魚の不足」は根拠に欠ける（というより不正確な）ことはすでに述べました。「秋サケ資源の回復対策」に

「野生魚の活用」は役に立たないことは#1で述べたとおりです。また「近年、野生魚の研究が進み・・・遺伝的

な特性が変化し、さけ・ますの資源の減少にもつながっているとの意見もあり」とありますが、この「意見」は一

般的なもの(in general)でしょうか？おそらくKitada & Kishino (2021)の論文の引用と予想しますが、これだけで

in generalといえますか？

公述書
議 題 河川の河口付近におけるさけ・ます採捕の制限について

1



ご参考までに、かれらは日本のサケ孵化場魚は遺伝的劣化のため、オホーツク海でロシア産サケ野生魚に競争で負

け、生残率が低下していると推測しております。

しかし実際は少なくとも2015年回帰親魚まで、日本系孵化場魚はロシア系野生魚に勝っておりますし、日本系孵

化場魚は温暖化に伴う沿岸生活期までの成⾧減少は観察されますが、オホーツク海での成⾧には時系列変化は見ら

れません。すなわち、日本系孵化場魚の生残率はロシア系野生魚との競争に負けているとはみなされません。もし

ご興味があれば以下をどうぞご参照下さい。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fog.12598

#5 タイトルにありますように「資源回復」できるでしょうか？ただし、「③オホーツク海東部地区における調査

結果等」の「秋サケ」に関してはすばらしい、その通りであると思います。「カラフトマス」に関して「増殖用

（ここでいう「増殖」は「人工孵化放流事業」に限定されていますね）種卵に不足が生じるほど遡上数が減少」は

如何なものでしょう。これはカラフトマスの孵化放流技術の問題＆結果ではないでしょうか？ただし、「非放流河

川におけるカラフトマス親魚の保護」はきわめて大事なことであり、本当に取り組んで頂きたいことと思います。

#6 「水産基本計画」は水産庁のものと考えます。確かに、このような記載がHPに載っておりますが、よく意味が

分かりません。いずれにせよ、「野生魚を活用した孵化放流技術開発」というのは「野生魚の孵化場魚化」につな

がると考えます。水産庁のお達しであるからその通り従うというのも芸の無いことであり、北海道は科学的根拠に

基づき独自にキチンと行うべきであろうかと考えます。したがって、「北海道さけ・ます人工孵化放流計画中期策

定方針」では「人工孵化放流事業」を「増殖」、「活用」を「保全」という用語に置き換えれば妥当性が生まれて

くるのではないでしょうか。なお、ここで使われている「適応」は適応度fitnessになり、適応性（adaptability; そ

の場の環境にあっている）とは意味が異なりますのでご注意ください。適応度が高いからといって、すべての環境

において適応性が高いとは限りませんので。

#7. 先にも述べましたように、「融和方策」なることは決して行ってはならないことであると考えます。ここは全

体的に見直す必要があろうかと考えます。記載されている内容1の「孵化放流事業への融和方策の導入・・・」も

よく意味が分かりません。内容２においては素晴らしいと思います。

#8. 野生魚の「活用」と「野生魚の遺伝的な特性を放流魚に取り込む」はやってはならないことと考えます。「増

殖技術」は「増殖」にすべきではないでしょうか。

#10. 「活用」は「保全」へ換えるべきではないでしょうか。基本的な考え方に「さけ・ますが産卵遡上できる河

川生態系のレジリエンスとリハビリテーションをはかる」が抜けているのではないでしょうか。これは基本中の基

本と考えます。

#13. これはすばらしい実践活動の内容であり、敬意を表したいと思います。

【公述（意見）】
いつもお世話になっております。

網走、斜里、知床は、日本でも有数の自然であり、

私も年に何度かは必ず遊びに伺っております。

札幌や東京で仕事をしていると、現実逃避になる、

日頃のストレスを忘れさせてくれるような場所であり、

心の穏やかな友人がいる町です。

ですが最近、特にコロナ禍でアウトドアや釣り人増によるゴミの問題や、マナーの悪さには私も嫌気をさしており

ます。世界遺産でもあるこの町を自分の事しか考えない人に汚されていくのはとても我慢のし難いものです。
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【公述（意見）】
私はマス釣りが好きで幌別などに通っていましたが、今回の規制は仕方ないと思っています。規制が必要なほどに

今のサケマス釣りは無法地帯で異常な人の密度です。真っ当な釣り人が出来る釣りではなくなっています。

一つ確認したいのはオンネベツ川です。オンネベツ川では河口からすぐの場所で堰堤で遡上できないため、自然産

卵できる場所はほんの僅かです。自然産卵を促進し野生魚を増やす取り組みとのことですが、オンネベツ川でも遡

上をさせる取り組みが始まるのでしょうか？もしオンネベツ川に遡上を促す取り組みが無いのであれば、オンネベ

ツ川の規制をする意味は無いと思います。

4

【公述（意見）】
制限については妥当なものであり、賛同する。

現状では自然産卵河川の河口を塞ぐように釣り人が立ち並び、遡上が難しい状況となっている。

サケもカラフトマスも資源の減少が著しいことから、早急に調査を行い、資源の保全を図って頂きたい。

なお、、他にもフンベ川やオチカバケ川、シマトッカリ川など重要な自然産卵河川があり、河口域に釣り人が集中

していることから、それらの河川についても調査や規制を検討して頂きたい。

そんな中、表題の件が発案されて、意義を申し立てたくご連絡を差し上げております。

振興局(=自治体)として、今回の件で資源の回復は本当に見込めますでしょうか。

このような議論をする事はとてもいい事だと思います。釣り人は、このような教訓を元に、学び、向き合っていか

なければいけません。

ですが、斜里川の両端に沖に伸びる定置網を張って置きながら、資源の減少を釣り人のせいにするのはどうなんで

しょうか。

対処法は釣り人排除ですか？それはエビデンスに基づいたものですか？

もし、とても厳密な計算をされているようであれば、

数字で定量的に今回の大胆な策を説明し、納得させるべきではないでしょうか。

3年間～5年間で釣り人を排除して資源が増えなければ、辞任される覚悟はありますか？

また、遠方から来ることによる観光施設や、温泉施設、小売店の売上は減少しますが、そちらは計算済みですか？

マグロの採捕では、そこが問題になり、のちに中和策に切り替えてます。

マナーの問題なら別の方法で対処しましょう。

そこは段階を追ってチャレンジして、それでもダメなら

禁止なら納得が行きます。

私のような札幌などから来る人は、他にも釣り場はあります。ですが地元の方は限りある休みの中、家の近くで釣

りをする文化が奪われようとしてます。

養殖や、放流は確かに財が発生しております。ですが、その先にあるのは誰もが自由な海です。

制限は必要です。ですが、禁止にし、人々の自由や娯楽を尽くなくす権利が自治体にあるんですか？

昔から秋になると知床に行き、小寒い中、朝日を浴びながら釣りをし、魚を釣る。近くの温泉に入って地元の釣り

の友人と談笑しながら食事、こんな楽しい時間は他にはありません。この光景が無くなると考えると、とても胸が

苦しく、とても悲しくなります。

網走、斜里、知床という町、そこに住む人々をリスペクトしているからこそ、本当の意味で文化や経済、資源や町

を守る対策を我々も協力していきたいと考えております。

なんども言います。改善、改革は必要です。
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【公述（意見）】
河口規制について資源の回復に向け、ふ化放流事業への野生魚の活用に関する調査研究とさけ・ます親魚の河川遡

上及び自然産卵を促す取り組みを推進するため、斜里町～網走市の6河川での河口付近におけるさけ・ます採捕の

禁止とあります、現在斜里川や奥蘂別川を見ると河口付近に人口堰を設け、孵化場への100%誘導を行い、さけ・

ますの遡上を妨げている河川があります。このような自然産卵を妨げている河川の人口堤の撤去もしくは半減が最

優先的に行う事業ではないでしょうか?

今回の漁港・河口規制においては、観光客への集客等にも影響し、漁業以外の事業でも多大なる影響が受けること

になります。知床の海で鮭釣りをしたい観光客が多い中で、このような規制と小型遊覧船の事故で知床観光離れが

エスカレートが予想され、観光客の減少で町の活性化が損なわれ過疎化が進むことでしょう。

漁業者だけの意見を優先するのでは無く、さけ・ますが漁業と観光業の町になれるような共存性を議論して欲しい

ものです。

【公述（意見）】
釣具店の立場としては、売り上げに与える影響が大きく、今季の仕入れも済ませている為、正直、今回の制限につ

いては、反対の立場を表明せざるを得ないですが、いち釣り人としては鮭鱒釣場の現状を見ると、強制力のある

ルールやライセンス制などの導入も必要だと感じております。漁業関係者様へも多大なるご迷惑をお掛けしており

ますが、何とか遊漁者との共存を模作して欲しいです。

5
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【公述（意見）】
・サケ、マスの漁獲量減少を食い止める対策として、河口の釣り人を排除するということですよね？

・全く納得できません。

・資源保護に、河口での釣りを規制することのみで効果があるように思えません。

・定置網での漁獲量と、河口付近での釣り人の採捕量とどちらが多いのでしょうか？

・沖合の釣り船は、引き続きライセンス制とはどういうことでしょうか？

・資源保護が目的なら、沖合での釣り船やサケ・マス漁も規制しなければ効果がないと思います。

・対策が矛盾してます。

・単なる「釣り人バッシング」としか受け取れません。

 

・規制の開始が案では、9/1からとなっていますが、10/1～もしくは9/15～で十分ではなでいしょうか。

・まずは、規制の開始時期の先送りを要望します。

・ヌカママップ川、オンネベツ川、ホロベツ川の３つの河川に、せめて9/1～9/15間釣りの解禁期間を設定してく

ださい。

・2週間くらいは、釣らせてください。

・それくらいの期間なら、漁獲量減少への影響は少ないはずです。

 

・河口での釣り人を規制したいのなら、まずはライセンス制（有料化）を検討すべきではないでしょうか。

・ライセンス制の導入を強く要望します。

・ライセンス制（有料）が導入されれば、釣り人の人数は大幅に減少し、釣り人のマナーも改善されることは間違

いありません。
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・また、それとは別の提案があります。

・釣り場への入り口が１か所で釣り人の管理が容易そうなホロベツ川やオンネベツ川、加えて網走港第４ふ頭は、

有料の管理釣り場として運営できるのではないでしょうか。

・道内なら、苫小牧一本防波堤が参考になると思います。

（例）

・開放期間：9/1～9/30

・開放時間：5：00～17：00

・入場料：3,000円/1日

・最大１人５匹まで

・とにかく、今回の規制については、強く再考を要望します。

・範囲も期間も、釣り人に厳し過ぎます。

【公述（意見）】 8

私は糠真布川河口のサケ・マス釣りが特に好きで9月の日中によく釣行するものです。あの場所に限ら

ず地域住民に迷惑をかける、マナーが極めて悪いものはどこにでもいるが、あそこの釣り人の何人も

がごみを拾い、放置されたサケを海に戻し、荒天でサケマスが遡上できなくなった河口の岩をどけ、

水路を作り、途中で遡上を阻まれている魚を上流へ放流して、この釣り場がずっと楽しめるように自

主的に運動をしているのはご存じでしょうか。たしかに毎日何匹も持って帰る職業釣り師もいるが糠

真布を含めて北海道独自の素晴らしい釣りという文化そのものを閉ざすことは良くないし、サケマス

をはじめふ化事業をしていない川の河口すら規制するのは早計で乱暴なことだと思う。そもそも釣り

人が持ち帰るサケマスが漁獲量の何割も占めているわけではないのになぜ自然のものを独占占有する

こと自体が違法ではないかとも思う。自然の魚を釣ることは国民の権利であるし、もともと生活の糧

として河川でサケマスをとっていたアイヌ民族の方たちから捕獲することを奪ったのと同じレベルだ

と思う。問題なのはマナーであり、ごく一部の人たちによる多くの魚の持ち帰りだ。特に魚や汚物，

ごみの廃棄は最悪でこれが問題だから釣り場を閉鎖するなら仕方ない。しかしこれとて欧米の先進的

な例を参考に登録のライセンス制とし、見合った金額を支払い、持ち帰りやワンデイ、ワンシーズン

の持ち帰りのリミットを厳格に決めて，釣り文化として残していかねばならないはずだ。マナー問題

からの規制ならば閉鎖を3年とか5年とか決めてその間にその問題を細かく解決していけばいいと思

う。昨今首都圏では釣り公園の整備もあちこちで進んでおり、国民のレクレーションの場として素晴

らしい役割を果たしているのに北海道だけは特に遅れている。一部のマナーの悪い人間と多数を持っ

て帰る行為を根絶するための準備期間の規制であってほしい。それでも漁獲を上げるために規制する

というのであれば、規制による漁獲量の上昇を必ず検証し、それが効果的なことなのかどうかを公開

することは必須だ。漁獲量の減少は温暖化やふ化事業の生物学的な限界、ネコチノイド系の農薬の影

響などがあるが本当に釣りによる持ち帰りが原因なのかを検証せねば規制はできないと思う。まずは

ふ化事業河川で自然産卵を大幅に増加させるのが一番先決だ。



【公述（意見）】
年に数回、釣り仲間と藻琴川河口でサケ釣りを楽しんで来ました。仲間１０人程でホテルを利用したり、飲食店、

買い物等、網走市の経済に少なからず貢献して来ました。

又、地元の方々の釣り場の環境の保全に努めて来られてる事も知っていますので、いつも感謝の気持ちでありま

す。ゴミやマナー等の面において最大限の配慮を行って来ました。又、そんな地元の方々に再会出来る事も大きな

楽しみでもあります。

そんあ藻琴川河口での釣りが、いつまでも良い環境で出来ることを切に願っています。

せめて、今年一杯は釣りをさせて欲しい。

ご検討の程、よろしくお願いたします。

【賛同者の住所・氏名記載あり】公述者のほか５名
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【公述（意見）】
私は、河川の河口付近におけるさけ・ます採捕の制限について、強く賛成致します。

今回対象となる河川の内、斜里町の４河川は、毎年多くの釣り人が殺到し、その周辺では食品ゴミや魚の残渣、釣

り餌の投棄や不法駐車や私有地への侵入、糞尿の垂れ流し等、釣り人のマナーの悪さによる種々の悪影響が確認さ

れていました。又、幌別川では残渣や釣果に餌付いたヒグマが数多く捕殺されてきました。

告示文にもあった通り、昨年、斜里町はサケ日本一から陥落したようです。ふ化放流された魚以上に自然魚の重要

性が高まっていると見ました。これは漁業をされる方にとっては、死活問題です。

釣りもレジャーの１つとして、尊重されるべきものであるとは思いますが、上述の様なマナーで、人に迷惑をか

け、ヒグマの命をも奪い、漁業者の生活への影響があるものについてまで、許されるものではないのではないかと

考えます。他の河川への規制も強く望みます。

今回の１００ｍ両岸規制、あまり意味ないのでは。

ルアーで５０ｍ程までとどくので、釣れてしまう。

やるなら４００ｍ以上必要。また７月に釣ることができるのも意味がない気がする。来年以降の検討おねがいしま

す。

【公述（意見）】
河川の河口付近におけるさけ・ます採捕制限について、強い賛成の意を表します。

これら対象河川の河川では、その周辺含め釣り人のマナーの悪さによる種々の問題も発生し、さらには年々漁獲量

も減少し、環境対応といった観点からも野生魚の重要性が言われている中、釣りに関して規制等がないことにとて

も疑問を持っていました。漁師は、一定期間網上げを行ったり、魚道を作ったりと努力している一方で、河口で釣

り人が好き放題釣るのは意味が分かりませんでした。

今回の様に釣りを制限する河川も必要（本当は全河川禁止がいいですが）だと思います。他の河川についても釣獲

制限、ライセンス制の導入が必要だと思います。

一点、両岸１００ｍの規制はあまりにもゆるく、調査の意味があるのかと思います。

５０ｍまでは釣りができ、さらに７月は釣りができる状態で調査するよりは完璧に釣りによる影響がなくなる４０

０ｍ以上かつ７月以降の規制を求めます。

9
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【公述（意見）】
今回の河口付近における採捕の制限について私の意見を述べさせて頂きます。私の意見は反対です。

ですが釣り人として今まで通りの利用をさせて欲しいと言う訳ではありません。

そこで私から提案が２つあります。まず１つ目はライセンス（遊漁券）制にして一人当たりの１日の捕獲数を制限

するというものです。理由として、去年私は藻琴川河口で釣りをさせて頂きました。そこでは地元の方々との交流

もあり大変楽しく釣りをすることができました。自分や同じ会社の者、地方の方々とマナーの悪い釣り人が捨てて

いったゴミの回収に努め楽しく釣りが出来る環境作りに努力してきました。自分含め、地元の方々の一年の唯一楽

しみにしている一大イベントを無くされてしまうのは大変辛い事でもありますし、完全に禁止にさせてしまうと、

逆にマナーの悪い人が増える可能性もあるからです。

海外ではライセンスがなければ釣りが出来ません。今回を機に導入してみてはいかがでしょうか。

２つめは釣り人がもたらす経済活動についてです。毎年７月～９月になると全国の釣り愛好家の方々がこのオホー

ツクに集まり、サケ・マスの釣りを楽しみます。元東農大オホーツクキャンパス地域産業経営学科の私が思うに彼

らのもたらす経済活動はかなりのものと考えます。少なくとも地方から来られた方々は宿泊施設に泊まるだろう

し、宿泊施設近隣の飲食店に行くと思われます。また釣りに必要な道具を買いに地域の釣り具屋にも行くでしょ

う。河口規制により釣り人が減少すれば、少なくとも町の経営効果にはなんらかの影響が出るのではないでしょう

か。

最後に年々鮭・マスの漁獲量が減っているのは釣り人が影響しているのは少なからずあると思います。しかし、去

年の赤潮の発生や温暖化など環境の変化が大きな原因なのではないでしょうか。再度ご検討の方をよろしくお願い

します。

⾧文失礼しました。
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【公述（意見）】 12

稚魚１０億尾放流に対し来遊２８００万尾（2.8％）と設定されており、これについての意見はありません。

～野生魚の活用～ 遺伝的な特性の変化⇒という「意見」であり科学的根拠がない。 ～非放流河川の親魚の

保護～ 非放流河川は極小河川で、多くの産卵床は無い。現状でもしっかりと遡上している。非放流河川は本

年規制の対象となるところだが、釣り人が釣る量よりも定置網での捕獲量の方が圧倒的である。しかも、非

放流河川の科学的、統計的データがない。以前に規制対象となった止別川をご覧になったことがあればわか

るはずだが、規制前、規制後どちらも変わらず多くの遡上が見られる。 ～野生魚に関する方針～ 野生魚を

活用することは理解できるが、結局は野生魚も含め「根こそぎ捕獲」し利益を上げようとすることにしか見

えない。 ～資源回復対策～ オホーツク東部、中部の最盛期１日あたりの漁獲量をご存じですか。１つの定

置網で５万尾以上の時（平成２５年次）がある。当海域の最盛期は９月中旬から下旬にかけてだが、これら

の数日間を捕獲しないことで多くの遡上を促すことが可能ではないか。また、この期間にのみ釣り人による

採捕も禁止するという案もいかがなものか。 ～資源回復対策の実効性確保のための措置～ 採捕制限による

親魚確保は、釣り人が釣ったところで野生魚すべてが釣れるわけではない。先に止別川を規制しているが、

その効果も確認されていない。またデータの提示もない。今回提示の小規模河川の産卵床は少なく、高密度

になることが予想される。これらの調査、改善を図らない限り意味のない規制発動となるのは明白である。

 遡上の障害となっているのは、根こそぎ捕獲する定置網の影響以外ないもない。

最後に、定置網漁船が満載で２万尾程度。釣り人１０００人が１０匹ずつ釣ったとして１万尾。定置網は何

か所ありますか？釣り人は何人来ていますか？ぼやっとしたイメージと悪意のある規制で北海道の釣り文化

を無くすつもりですか？私はこの度の規制制定に反対し、且つ、従前に設定された同様規制の解除を求めま

す。



【公述（意見）】
今回の規制（案）は、釣り人に対して厳しすぎます。

近年、サケ・マスの漁獲量が大幅に減少し、資源保護が急務なことは理解します。

しかしながら、その原因をすべて河口での釣り人に押し付けるのは、乱暴すぎます。

いきなり、釣りの全面禁止はありえないです。

資源保護のためなら、サケ・マス漁を禁止してください。

沖合での船釣りも同様です。

それらを実施しないのなら、今回の規制（案）は、釣り人を排除するための詭弁です。

規制（案）の内容の見直しを強く要望します。

私は、毎年、アキアジ釣りシーズンにヌカマップ川とオンネベツ川に釣行しているものです。

昨年は、加えてホロベツ川でも釣りを楽しませてもらいました。

規制（案）の実施を「全面的に止めろ！」とまでは言いません。

上記３つの川の河口に、期間限定でよいので、解禁期間を設けてください。

例えば、9/1～9/30、もしくは8/16～9/15の1か月間。

１か月が⾧ければ、9/1～9/15の２週間でもよいので設けてください。

短期間の開放なら、漁獲量減への影響は少ないはずです。

問題は、一部の釣り人のマナーの悪さです。

サケ・マス釣りに関して、釣り人の中に、極めてマナーの悪い輩がいます。

私も、これまでの釣行中に何人も見かけました。

そのような釣り人を排除するために、すべての釣り人を排除することは止めてください。

今シーズンは、難しいでしょうが、来シーズンにはライセンス制の導入を実現してください。

サケ・マス釣りが有料になり、さらに釣れる量に制限が加われば、マナーの悪い釣り人はいなくなります。

 オンネベツ川とホロベツ川には、別の提案があります。

苫小牧の一本防波堤のような有料の管理釣り場としての運営を検討してもらいたいです。

釣り人に入場料を払わせ、釣らせる。

その収益をふ化場施設の老朽化対策にあてる。

資源保護のための有効な対策になると思います。

今回の規制（案）が実施された場合、いつまでになるのでしょうか？

漁獲量が戻るまで続くのでしょうか？

規制を実施するなら、規制が廃止される場合の条件を明確にしてください。
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14【公述（意見）】
良質な親魚の確保のために、さらなる河口規制又は追加の河口規制延⾧が必要であるとする主張に一石を投じる。

農林水産省サケマス担当の○○氏によると、岩手県では河川の良質な親魚の確保が壊滅的状況にあるため、サケマ

ス産卵飼育業者が定置網漁業者から定置網に入ったサケマスの良質な個体を買い上げ、海でしばらく育苗し、産卵

に適した個体になったものから採卵、受精、育苗し、適時海に放流している。

と２０２２年を７月２０日に筆者に説明してくれた。

良質なサケマスの親魚の確保が論点であるのなら、不安定、不確実な天然遡上による良い親魚の自然産卵に期待せ

ず、ましてや産卵床もわずかであるような小河川を規制するのではなく、岩手県のような措置を網走沖定置網で講

じるだけで無用な漁業関係者と観光業者や釣り人などとの軋轢を回避できるだけでなく、将来のサケマスの回帰を

増やす具体的な良案であると筆者は考える。



【公述（意見）】
資源が減った原因の調査を行い、その原因に対応するべきである。

海水温上昇、回遊状況、漁獲量、その他（産卵床環境、付近の工事、釣り（密漁）等）。

影響が大きい原因から対応していくべきである。

公にない原因の一つに、漁獲量に含まれないマカナイとして網で獲られている、さけ・ます。

（マカナイは各者社内でも配当量に差があるが、漁業者個人個人個々の為に無料で配当されるものである。なかに

はマカナイのいくらや筋子を横流しし金銭にかえる者もいる。）

 マカナイの量は一会社当たり数トンになり、地元の会社全てのマカナイ量となると数十トンにも及ぶ。マカナイ

は特にいくらや筋子を採るため捕獲でもあり資源の減った大きな原因の１つであることは間違えない。（斜里の水

産加工業者に確認すれば年間のマカナイ量はわかる）

加工業者以外で各会社で造られる筋子等を含めるとマカナイ量の影響は釣りの数十倍、数百倍である。

本来のマカナイとはかけ離れた量であり、マカナイ量の調整が第一と考える。

・釣りへ規制をかける前に、釣りが資源に影響している状況の報告を求める。

年間、釣りが資源に与えている量の報告はできているのか、１００パーセント無理な話である。釣り人数も把握で

きなければ、個人個人の釣り上げた数も把握できていないにも関わらず釣りへ規制をかけるのは問題。

・マナーの悪い釣り人をターゲットに釣りにだけ規制をかける対応は問題である。

確かに釣りのマナーも年々悪くなってきている、しかし悪いマナー（密漁は除く）が資源が減った原因には繋がら

ないし釣り人に釣り上げられる量はマカナイの量とは桁違で資源が減った原因とかけはなれている。

・自然産卵数確保のためと言うのであれば、河口付近の定置網での捕獲も規制するべきである。

（遡上への影響は大きい）

●自然産卵数確保するために、回遊状況をみて【遡上自然産卵時期】を設け、この期間は漁網、船舶、丘釣りによ

る全ての捕獲を禁止。

釣りだけの禁止規制は資源確保の対応とは言えず納得のいく対応とは思えない。

●行政の今回の対応は第一産業への偏った対応であり問題点誰らけであり平等ではない。
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【公述（意見）】 17

毎年当該河川でアキアジ釣りを楽しませて頂いてた者です。今回の河口規制追加については資源保護の観点から致

し方ないことと心得えますが、個人的に意見したいことがあります。

毎年、河川でサケ(イクラ)を捕る密漁者達が検挙されております。

河口周辺の釣り人が夜中から準備や入釣のため存在していることで河川の密漁の抑止になっていましたし、良識の

ある釣り人達で密漁者を見付け次第通報しておりました。

今回の件で、河口や河川沿いの駐車スペースから釣り人を遠ざけたこととなり、今後は川に遡上に入ったサケ達を

昼夜問わず堂々と密漁されるのではないかと懸念しております。

そのようなことがもし増えれば、今回の河口規制追加も元も子もない話になります。

サケを愛し、サケの回帰を守りたい気持ちは釣り人も同じです。

今回の件により川の密漁監視の目は確実に減りますので、どうかその点慎重な対策を講じて頂きたい所存です。



【公述（意見）】
初めまして。普段より、鮭・鱒の増殖等にご尽力いただきありがとうございます。私は、毎年秋に鮭や鱒の釣りを

楽しむために、オホーツク海にいかせていいただいている釣り人の一人です。

この度の資源回復対策の資料、大変興味深く読ませていただきました。私自身、毎年網走、小清水、斜里を中心に

鮭や鱒の釣りを楽しませていただいております。今回の河口規制の延⾧は、本心では大変残念です。しかし、昨今

の不漁の報道を目の当たりにすると、やむを得ない措置であることは理解できます。資料の中にも、みなさまの思

いがぎっしりとこめられているようだと感じました。

ただ、鮭釣りは、ルールやマナーの面ではまだまだ守らなければならない部分が多いながらも、北海道の文化の一

部としてそれを大切に思いながら生きている人も多いと考えます。私もそのうちの一人として、できるだけ漁業者

の方々や地域の方々の迷惑とならないように楽しませていただいております。河口規制の延⾧のみに注目すると、

それらの文化が失われてしまうのは時間の問題と感じます。大変悲しいです。

 しかし、資料を読ませていただく中で、９ページの「（３）各河川に遡上・自然産卵するサケ・マスの資源評

価」の中の、「河口域での遊漁による釣獲量調査」という項目に注目しました。この活動をぜひ行っていただきた

いとお願いいたしたく意見書を書かせていただきました。正直なところ、サケ釣りをする人が増加する中で、ルー

ルやマナーを守ることができない人が増えていると感じることが多くなっていました（どんな世界でも、人数が増

えるとマナーが悪くなる傾向が強いのが一般的ではありますが・・・）。遊漁の形にしていただけることで、純粋

に釣りを楽しみたい人だけが参加するようになり、ごみの放置や深夜からの居座り、魚の解体などのマナー、ルー

ル違反を大きく減らすことができるようになると感じました。また、お金を集めることで、それが今後の増殖事業

等への資金とすることができれば、より⾧く、より負担のない形で北海道の海を守っていくことにつなげられると

期待いたします。体制作りには、より多くの労力がかかることも承知しておりますが、協力させていただいきたい

と考える釣り人もいると私は信じています。私も協力したいと考える者の一人です。

 これまでのように、地域の方々や漁業者の方々だけが我慢を強いられる形となるのではなく、釣り人も含めてだ

れもが気持ちよく、ストレスなく、楽しく鮭や鱒に関われる北海道作りにつながる計画だと思います。ぜひ、遊漁

による鮭・鱒の釣りを実施していただきたくお願い申し上げます。

末筆ながら、知識や経験に乏しく、また本当の意味で地域の方々や漁業者の方々の思いを理解できている訳ではな

い者が、このような文を書くおこがましさをお許しください。また、本来であれば、会場へ出向きお話を伺い考え

を述べさせていただきたいところではありますが、会場に入ることができない可能性が高いとのことで失礼するこ

とをお許しください。

【公述（意見）】
毎年当該河川でアキアジ釣りを楽しませて頂いてた者です。今回の規制強化によりオホーツク方面での釣り場がど

んどん無くなっていく現実を悲しく思っています。ここ数年で河口規制が強化されていますが、規制強化によるサ

ケマス個体数の増加が優位に見られるのでしょうか。せめて規制を行う以上、その効果をデータとしてあげて頂き

たく。また釣り場が無くなる事による釣具店の売上減、遠征でオホーツク方面を訪れる方々の地方経済への影響も

少なく無いのではないかと思います。全て禁止とするのではなく、一定のルールを決めた上で観光事業としてサケ

マス釣りを存続させてはどうでしょうか。現状の河口での釣りは決していい状況ではありません。それはルールが

無いからです。立ち入る人数を制限し、ライセンス料を支払った者だけが釣りを出来る様にすればいいと思いま

す。どうかご一考頂きたく、宜しくお願い致します。
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【公述（意見）】
毎年、８月～９月にカラフトマス、サケ釣りに該当河川の河口での釣りに行かせてもらっています。近年、サケ・

マスが減少しているのは確かであり、釣り人として実感しています。しかしながら、その根本的な原因を究明する

必要があるのではないでしょうか？釣りによる漁獲量はたいした量ではないと思いますし、その他に何か重要な原

因があるのだと思います。また、ふ化事業を実施している河川での規制なら、ある程度理解できますが、実施して

いない河川での規制は、受け入れることができません。何か理由をつけて、一方的に釣り人の締め出しを目的とし

ているようにも思えますので、納得できる説明ができないならば、規制案は廃案としていただきたいと思います。

22

【公述（意見）】
河口規制のみであるが定置網、刺し網などの漁業に対する規制はないのか。

漁獲圧が資源に与える影響は大きいと予想されるがそちらへの規制はないのか。

漁獲に対する規制と河口規制の同時進行で行わなければ意味を成さないのではないか。

資源が低迷している昨今において漁業規制は早急に取り組むべきではないか。

もし、人間側の都合を抜きにした資源保全のみに関する事を考慮した上で漁業に対する規制が無いのであれば客観

的かつ合理的な根拠を示すべきである。

また、このような意見公募はされるが規制ありきで、ただ、「意見を聞いた」という体裁を作りたいだけになって

いるのではないか。

漁業者の意見ばかり尊重してもっともらしい理由付けで資源を独占させ続けるのは海面利用の方法として極めて歪

んでいるのではないか。

釣り人のマナーが悪いのであれば該当行為に対応すべきであり、河口規制で一切合切を規制という方向はいかがな

ものか。

河口規制の乱発は公務員としての利害調整の役割の放棄を感じ強い不信感を覚える。

河口規制と同時進行で漁業規制も行わなければは魚は減る一方ではないのか。

【公述（意見）】
このような意見を書く機会を与えて頂きましてありがとうございます。網走市の業務で藻琴川にはサケ稚魚を放流

していないと聞きました。藻琴川に関して9/1以降に河口規制するのは絶対に反対です。天然の魚は誰の物でもあ

りません。それを漁獲高が足りないと河口規制するのは筋が通っていません。藻琴川に関して9/1以降の河口規制

には反対、拒否します。抗議します。
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【公述（意見）】
HP上の公開資料を拝見した。考慮が足りない面があると思われるがここに私見を述べさせていただきたい。ま

た、当方は道内在住のアウトドアスポーツ愛好家であるが、法令上、公述できる立場と認められない場合は、本公

述書を却下願いたい。

 本来、自然は、国民全体の財産であり、ここから得られる物質的、精神的な恩恵は国民全体で享受されるべきも

のである。

 しかしながら、自然からの恵みを糧として生活する漁業者等の方の生活基盤を守るためには一定の規制等も必要

である。

 HP上の資料を拝見したところ、河口規制の実施の有無による資源回復効果性の確認を目的としており、どの立

場の方であっても資源回復を願っていることは言うまでもないが、その調査手法（規模）は、規制を要する行為で

あることから、十分に影響を考慮し、最小限の範囲（箇所）の河川でデータをサンプリングする必要があると考

る。さらに、実施個所数や選定に当たっては、公的な場の占用を必要とすることから選定の根拠の説明が必要と考

える。また、資料には単年度内に多数の河川を同時に規制する案が書かれているが、この通りに実施した場合、

フィッシングなどのレクリエーションを目的とする人への影響やその人達が地元へ与えている経済的効果の低下が

懸念される。

 上記から、以下の調査手法及び制度を提案する。

 ①調査手法が他の権利へも影響することから、調査を同時（同年度）に実施しないこと。数年スパンで調査河川

を入れ替える等の工夫をすること。

 ②調査の目的は、遡上促進による資源回復効果の評価であることから、初めは他者への影響の少ない河川で調査

を行い、有効性が確認されない場合、別の視点で調査を進めること。実施済みのものもあると思われるが、例え

ば、河口閉塞の発生頻度や河道の断面形状（断面積）、流速分布、秋季の雨量、河道の形状や温度分布、水質等の

パラメータが遡上やふ化に与える影響を測定し影響因子を把握すること等。

 ③資源量の目標設定を明確化して、規制と解放を調整する。

 ④漁業者の調査等への負担額緩和のため、釣り人など資源の享受を受ける人に広く負担金を求め、それを資源回

復の調査研究及び河川海岸や海洋環境の改善に使用することの検討。

 ⑤本件公示と今年のサケ遡上の時期が近いことから今年度は調査方法検討期間とし、一部の機関の見解のみでは

なく、公募により広く多様な立場から解決手法を聴取すること。

以上

【公述（意見）】
河口規制を設けて、遡上数は増えると思います、野生魚を大切にするという流れも理解しています、しかしそれは

根本的な問題の解決には至るのでしょうか？不漁の要因はレジームシフトや温暖化による変動、野生魚を大切にし

てこなかった日本の孵化事業によるモノが大きいのではないですか？前者が大きく要因していることは各論文に

よって明らかになっています、現在の不漁は40年周期などと言われている気候変動による影響が主でありその次

が魚達の自然の摂理をシャットアウトした事による人為的遺伝子変化による回帰率の低下というわけであると思い

ます。話は変わり河口規制による影響を受ける方達を考えて見たいと思います、鮭釣りは全国的に人気があり各県

からも訪れる人が多くあらゆる業種に富をもたらしていると思います、ある人には人生の楽しみであり、ある人に

は生きるための物になっているものです、漁業者様方が1番生きる糧になっているのは十分承知していますが、こ

の制限において不漁が改善される可能性と、直結的に打撃を受ける方々の天秤は平行では無いと思います。鮭釣り

は人口も多く、この地域をカバーする釣具店などには大打撃をもたらすと思われます、現に先の全面サケマス禁止

令が提出された際は店を畳むしかないという店主もおられました。これから気候変動が変化し漁獲が増加した頃に

は鮭釣りに恩恵を受けていた方々は衰弱し、または排除されているそんな未来も見えると思います。私自身も自営

業的にルアーなどを販売して生計を立てており強制的に未来を潰されている気分であります。
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【公述（意見）】
河口規制案に関してですが反対です。漁獲量は確かに減少傾向が見られますが、河口規制をかけてどれほどのメ

リットがあるのか疑問です。漁業者が捕獲する量に比べたら釣り人が釣り上げる数は極わずかではないでしょう

か。年々マナーが悪化していることは事実ですが、軒並河口規制をかけて釣り人を締め出しても密集→マナー悪化

の悪循環だと思われます。年々少なくなる釣り場ですが、ゴミを拾ったり努力している人たちもいます。またサケ

マスファンとしても制限をかけるような形でもいいので、釣り場は残して頂きたいです。

25

【公述（意見）】 28

【公述（意見）】 27

さけ・ます採捕の制限に賛成です。ただし、制限エリアが100ｍの河口は、現在の釣り具の性能であれば、あまり

効果が期待できない可能性があります。また、制限エリアについて、河口により差があるのは（500ｍ・100

ｍ）、釣り人等の混乱を招く恐れがあり、定置網漁業や規制周知等対応する関係機関も管理しずらい状況になると

考えますので、両岸、海岸500ｍに統一するべきと考えます。

【公述（意見）】 26

毎年楽しみにしている網走アキアジ釣り、今回の件、資源保護は承知しております。

しかしいきなりすぎます。数ヶ月前から釣り道具を購入して準備しています。

もっと早く話がでていればこんな事にならなかった。資源保護は大切、今年は数日間規制解除があってもよいので

は？１年ぐらい前から告知してもらいたい。

「オホーツク東部地区の秋サケ資源回復対策」について、次のとおり意見します。なお、自分は「発動要請概要」

で規制が検討されている地区で例年釣りを嗜む者です。

 さけます資源回復に向けた取組の一環として、釣り人の漁獲（いわゆる間引き）による影響を避けるための河口

規制は、効果が極めて薄いと思われます。4年前に東部海区髄一の回帰量を誇った止別川河口の規制をはじめまし

た。しかし、現時点の漁網による漁獲量の顕著な回復は見られておりません。一方、効果は見込めないと分かって

いても、行政として何らかの手立てを講じなければ（パフォーマンス的な）漁業者からの風当たりを避けられない

事情もあると推察します。以上の理由から規制もやむなしと思いますが、釣り人の行動を制限するうえで、次の2

点を検討していただきたい。

①規制による効果検証を行い、一定の年限を設ける

【理由】

 河口規制による釣り禁止によるさけますの遡上量増加の効果は、もし効果的ならば制限をかけた年からすぐに成

果が見られるはずです。遡上した親魚からの採卵や自然産卵による回帰数の増加は、その後ある程度の年数を観察

しなければなりませんが、遡上量の増減はすぐ公表が必要です。もし増加すれば「規制は効果的だった」とアピー

ルすることが可能ですし、一方さほど効果が見られなければ、この河口規制は資源回復に寄与しない取り組みと判

断できるので、回帰年数も考えて5～6年程度で年限を区切るべきです。もちろん効果が認められれば、規制の延

⾧にも一定の理解が得られるでしょう。

 ダラダラと規制を続けるべきではありません。効果的ならば続ける、成果がなければその規制自体に意味がない

ので、解除するメリハリを持つべきです。



規制をかけるのは仕方のない事と捉えておりますが、今回の案は完全に釣り人を排除が目的に感じます。

遊魚はライセンス制にしているので規制外？とも捉えられますが、釣り人にもライセンス制度を設ける事や

遊魚料を徴収する制度等、色々な方法があると思います。

魚の個体数を増やすのが目的ならば、遊漁船もサケマスに限っては規制して頂きたく釣り人も納得できる
規制にして欲しいです。

【公述（意見）】 30

今回の新たな規制内容には大賛成です。また、非放流河川の河口においても規制を開始することについて、関係者

のご努力に深く敬意を表します。

１）一方で、斜里町のホロベツ（幌別）川と糠真布川の河口規制の区域が左岸右岸ともに100mとなっている点に

ついては、距離がまったく足りないと考えます。両岸各500mとすべきです。そうしないと、漁業者の船揚げ場や

作業場の周囲に釣り人が集中したり、既存の駐車スペースにおける釣り人の駐車・車中泊によるトラブルが発生す

ることが容易に予想できます。また、両岸100mでは資源保護の意味も薄れてしまうと考えます。

２）今回の河口規制からは斜里町のフンベ川とオチカバケ川が除外されていますが、これら2河川についても両岸

各300m程度の規制を実施すべきです。フンベ川は昨年ダムの改良工事が行われたはずで、今後産卵環境の改善が

期待される河川ですし、オチカバケ川の河口付近のダムには既にサケ科魚類の遡上が可能となる改良が施されてお

り、上流までカラフトマスが遡上しているのを確認しています。資源保護強化の観点から、これら2河川を含む非

放流河川河口における採捕制限の拡大を期待します。

３）オンネベツ川の委員会指示の期間が10/31までとなっていますが、カラフトマスのみならずシロザケの遡上を

意外と多数みかけることから、本河川についても期間を11/30または12/10までとし、さけます遡上観覧施設の⾧

期運用と資源保護を進めるべきと考えます。

４）今後は陸からのサケマス釣りについて、釣りを許可する河口部を厳密に定め、ゲートを備えた駐車場を整備し

て駐車料金を徴収するか、入漁料を直接徴収する等し、釣り人に荷物管理を含むルール・マナーを徹底させる監視

員・指導員を雇用するための資金を調達する方向に、道が率先して早急に政策誘導すべきです。

 本州の河川では、小学生すら入漁料を徴収されるところもあります（私の実家近くの川がそうでした）。サケマ

スのような重要な漁業資源を無料で自由に釣り放題の北海道の遊漁規制は甘すぎます。

漁業関係者だけで話合い、釣り人も交え話をせず一方的に規制をかけるやり方はいかがなものかと思います。

②周知期間が短いため、ペレケ川以外の河口規制は令和5年からの規制とする

【理由】

 公聴会開催や規制内容の周知から河口規制開始まで2カ月を切っており、周知期間があまりに短いです。特に釣

りを生業としている周辺の釣具店などはさけますに関係する売上が大きく、シーズンに陳列する竿やリールなど高

価な商品は、おおよそ半年前からその需要を見越してメーカーに発注します。今回の規制により大幅な売上減少が

予想され、今この時期に至って対策をとることは非常に困難です。釣具屋まで直接的ではなくとも、宿泊・飲食業

でも多少なり営業上の悪影響は考えられます。

 うちペレケ川についてはウトロ漁港内に位置していること、また岸壁からの釣りになるため、漁業者とのトラブ

ル防止や、釣り人の転落防止など安全確保という緊急性の理由がつけられるので、周知期間が短くともやむを得な

いと思います。

【公述（意見）】 29

毎年、鮭釣りを網走藻琴で楽しませて頂いております釣り人の一人です。

この度の規制につきまして、意見したいと存じます。
昨今釣り人のマナーが悪く、駐車の問題やゴミの問題、排泄の問題と様々あり漁業関係者も頭を悩ます問題

と考えており、釣り人としてもどうしたら良いか毎日悩んでおります。

しかし今回の規制に関する内容を拝見しますと、あまりにも一方的で意見は聞かないとばかりな内容です。



・２０年近く藻琴川河口に通わせて貰ってます。毎年、地元の常連さんや全国各地から来る常連達と顔を合わせな

がら釣りをするのが楽しみでした。皆さんマナーも良くゴミを拾って帰る人達も沢山居ます。漁獲量が年々減って

いる事が原因の１つであればライセンス制等にして遊漁料を徴収して孵化事業に回す。１日キープして良い本数を

決める等、お互いにメリットある対策をお願いしたいです。

【公述（意見）】

スのような重要な漁業資源を無料で自由に釣り放題の北海道の遊漁規制は甘すぎます。

 私は、陸からのサケマス釣りすべてを否定するわけではありません。しかし、釣り人が釣った魚や荷物から離れ

て夢中で釣りをしている間に、ヒグマによって魚を奪われたり、荷物の中のパンやおにぎりを食べられた事例が、

斜里町内や羅臼町内の釣り場では過去に何度も発生しています。このようなヒグマは、人から魚や食料を楽をして

奪う方向に学習し、実際に釣り人等がヒグマにしつこく追い回されるような危険な事例も過去に発生しています。

釣り人の釣果（魚）や荷物の管理を徹底できる体制づくりを急がなければ、地域住民の身体生命にも危険が及びま

す。網走市の浦士別川河口付近の自動撮影カメラにおいてもヒグマの写り込みを確認しており、知床半島以外の釣

り場でもヒグマ対策の強化が必須になりつつあります。

【公述（意見）】

現段階の案が可決されてしまうと釣り道具を販売して生計を立てている我々としては死活問題です。

サケ釣りでの売上げは年間の約５０％です

駐車場問題やゴミのポイ捨て、禁止エリアでのさけますの採捕、色々な問題は確かにあります。

ですが、今回このようなを設けることにより今まで荒れていなかったエリアが釣り人で溢れかえり、駐車、ゴミ問

題などが起こると思います。特に藻琴エリアを規制すると行き場を失った釣り人が平和だったエリアに人が流れ込

み悪循環にしかならない未来が見えます。

知床エリアは正直世界遺産ということもあり、規制が掛かってもおかしくはないかと思います。

釣り人が河口付近でさけますを採捕し遡上量が減るとありますが、本当にそうなのでしょうか。そのような明確な

データがあれば詳細を見せて頂きたいです。

ＳＮＳが普及している世の中で、私はゴミは持ち帰りましょうなど動画などで発信しています。そのような声かけ

や動画を地道に続けていけば、必ず状況は改善されると信じています。

釣具屋の売り上げはもちろん、地域の経済効果そのような観点からやはり大幅な規制を掛けてしまうのは勿体ない

ように感じます。"

【公述（意見）】
北海道の釣りの王様と言ったら「秋鮭」と思っています。これに挑戦するために日々の仕事、生活を送っていま

す。秋鮭=北海道の醍醐味を無くさないでください。

【公述（意見）】
釣り場がないしょー。
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【公述（意見）】
①規制の年限を区切ること（例えば最大６年で効果検証する）

②周知期間が短いので来年度からにする。

③規制期間が⾧期で他河川へ人的負担、事故の増加が懸念される。

【公述（意見）】
私は、毎シーズン、知床へ釣行しているものです。

今回の規制（案）が理解できません。ここ近年、道内各地で河口での釣りの規制で厳しくなっています。しかしな

がら、漁獲量の減少が続いています。漁獲量の減少は、河口での釣り人による乱獲ではなく、ほかにあるのではな

いでしょうか？改めて、今回の規制（案）の見直しを強く要望します。今回の規制（案）の目的は、｢釣り人の排

除｣としか受け取りません。確かに、サケ・マス釣りに関して、マナーの悪い釣り人が多く存在することは事実で

す。それらの輩の排除については、私も賛同します。

しかしながら、そのために、すべての釣り人を排除することは止めて下さい。乱暴すぎます。規制（案）の実施の

前に、｢ライセンス制｣の導入を強く要望します。タダ（無料）でサケ・マス釣りができることが、そもそもの問題

です。釣りに関して、無料で、何の規制もないから、勝手な場所取り・乱獲・迷惑駐車・ゴミの放置等を平気で行

う極めてマナーの釣り人が存在しているのです。事前に登録料を払わせ、名前を登録させ、１日もしくは１シーズ

ンの釣れる本数を制限すれば自ずとマナーの悪い釣り人はいなくなります。

｢ライセンス制｣を導入してください。私は、おもにヌカマップ川で釣りをしていました。

ヌカマップ川は、場所取りや割り込んでくるマナーの悪い釣り人がいなく、釣りやすいので気に入ってます。いく

つかの川で釣りをしてきましたが、こんな川はほかにありません。ヌカマップ川を｢規制から完全に外せ｣とまでは

言いません。期間限定でよいので、解禁期間を設けてください。

例えば9/1～9/30の１ヶ月、8/16～9/15の１ヶ月。１ヶ月が⾧ければ、9/1～9/15の２週間でよいの釣らせて下さ

い。２週間なら、漁獲量への影響はないと思います。昨年、9月～10月に知床財団のスタッフの管理下で実施され

た｢ホロベツ川｣の開放は、すばらしかったです。監視院の指示に従い、すべての釣り人がマナー良く釣りを行って

いました。このような良い事例があるにもかかわらず、今回の規制（案）については残念な思いでいっぱいです。

｢釣り人の排除｣ありきでなく、｢サケ・マス釣り｣という北海道独自の文化を残すための方策を考えてもらいたいで

す。
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【公述（意見）】 37

サケ釣りシーズンの９月、１０月には網走方面への釣りを数回行っていて、この時期しか味わえない楽しさをいつ

も楽しみしております。

ホテル等の宿泊も利用させてもらい微力ながら多少のお金を使っています。何とか例年通り釣りをさせていただけ

る事をお願いしたいです。

【公述（意見）】 38

毎年９月、１０月は網走に数回釣りに行っています。何回かはホテル等に泊まり、スーパー等に行って買い物を

し、お金を使っています。

河口付近で釣りが出来なくなると大変寂しい気持ちです。毎年楽しみにしているサケ釣りを今年も出来る事を願っ

ています。



【公述（意見）】
一、この短期間で釣り禁止を決定するのは早すぎです、猶予期間を設けてください

買ったばかりの道具が無駄になってしまいます

二、釣り人を排除するのではなく協力者に変えるシステムを考えた方が、漁業者、水産加工、販売業

者、ホテル、旅館、温泉等の宿泊業

飲食店、コンビニ、スーパー等に与える経済的ダメージが軽減され地域の活性化にもつながるでしょ

う。

具体的にはオホーツク鮭鱒ライセンス制度みたいなものを導入し、難易度の高い筆記試験、マナー講

習、ライセンス料を納付しトラブルを無くし
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【公述（意見）】
サケ資源回復に向けた野生魚の活用・保護という趣旨には賛成しますが，いくつか意見させてください．【１．総

合的な対策の必要性】今回提案されている河口付近における魚の採捕制限だけで大幅な資源回復が達成されるの

か，かなり疑問があります．河口規制と合わせて，堰堤への魚道敷設などによる遡上環境の改善も進めてもらいた

いです．さらには，漁業のあり方も見直す段階にあるのではないでしょうか？沿岸定置網漁業によるサケ漁獲率は

約80～90％と非常に高いです．実効性の高い資源保護のためには，野生魚が遡上する河川の河口付近における定

置網の設置を制限する必要があるのではないでしょうか？【２．情報提供のあり方】本件のキーワードは“野生魚

の活用”ですが，資料には「野生魚は，河川ごとに多様な環境に適応する遺伝的特性を維持しており，海洋環境の

変化についても適応力が高いと考えられている」とあるだけで，それ以上の情報（論拠）が見当たりませんでし

た．そこで自身で情報を取集し，海外においては放流魚と比べて野生魚の河川回帰率が高い事例が近縁種で複数見

つかっていることや，国内においても同サイズのサケ稚魚で比べた場合後者の生存率が高いという調査結果がある

こと知り，野生魚の有用性については納得しましたが，それまでにかなりの時間を費やしました．このような重要

事項については，具体的な情報提供をお願いしたいです（参考文献のリストアップだけでも有難いです）．【３．

“住みたい地域”にすべく】今回の規制が施行されると，他の規制とあいまって，オホーツク東部においては実質的

にほとんどサケ釣りが出来なくなります．このことによって，当該地域の人を惹きつける力は間違いなく低下しま

す．旅行者はもちろん，地域に根付く人（現住民や移住希望者）たちにとってもです．かくいう私もオホーツクの

地に定住する決心をしたのは豊かな自然の中に身を置ける魅力によるところが大きく，現在は管内の比較的大きな

町に住んでいますが，ゆくゆくは知床で余生を送るべく準備を進めています．サケマス釣りは生き甲斐の一つです

ので，今回の規制は正直とても残念です．資源の回復が軌道に乗ったあかつきには，資源の一部を開放する方向で

是非検討していただきたいです．その際には新たなルール作りが必要かもしれません．例えばアメリカのアラスカ

州においては，サーモンフィッシングはライセンス制で行われていて，アラスカ州の住人は優遇措置が受けられる

仕組み（例えば，キングサーモンのライセンス料は州民の場合通常の十分の一）が設けられています．
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【公述（意見）】 40

１年に１～２回程楽しませて頂いています。コロナや仕事での様々なストレスを浄化してくれる大切な時間です。

禁止となるのはあまりにも悲しいです。制限の緩和をして頂きたいです。どうぞ宜しくお願いします。

【公述（意見）】 39

各地で釣りが出来る所も限られ色々な問題があると思うが、これ以上釣り場をなくしてもらいたくないと思ってい

ます。



サケ マス

資源回復の為に各河川に規制の検討しているようですが釣人が釣れる数何か知れていると思いますが

また一部の釣人のマナーが悪いとも確認していますが ここ数年釣人でゴミ等拾いながら釣り場の清掃

等実施してました

資源回復の為なら漁師の漁獲漁も決めて行って貰いたい

また漁師の漁船からのゴミの放棄も多数見ています

また漁師のアミ等の問題もあると思いますが

砂浜にアミ ロープ ブイ等流れついています

また町の活性化にも繋がると思いますが

【公述（意見）】
ふ化放流事業の繰り返しによる弊害を克服するため、野生魚の活用による増殖事業の改善を図ることは理解でき

る。ただ、そのためには魚の分析、魚道の確保や産卵床の確保など大掛かりな調査や工事が必要となる。また効率

的に野生魚の育成を図るなら、遡上数が安定しているふ化放流河川より実施する事が最善であり、その中で融和方

策を確実に実施することが必要と思われる。今回の対策では、ふ化放流を行っていない河川も対象となっている

が、河川によっては魚道どころか実際に遡上できないような環境の河川も多く、野生魚がいるとしてもごく少数

で、河口付近へ魚は立ち寄るものの基本的には遡上河川ではないので遡上せず、それを調査、河川改修、増殖させ

ることは費用対効果を考えるとあまりにも非効率と言わざるを得ない。実際にこの問題は10年以上前から言われ

ておりMSC認証取得を断念した頃から必要な対策であったと思う。それからの10年間の経過を考えると、全河

鮭鱒の資源保護と増殖に協力し合える関係を作る方が経済的にも資源回復にも莫大な効果を生むと思

われます。

三、斜里砂防堤の有料化や宿泊業とセットで禁止予定の各河川河口の釣り場を有料管理すれば世界的

に釣りの人気は高いので国内海外からのインバウンド需要も見込まれると思われます。

【公述（意見）】
標題につきまして、ご意見させていただきます。内容的には資源保護、遡上調査目的による規制かと

思われます。

私個人としては釣りを嗜んでおりますが、今までもルールに基づいてアキアジ釣りを楽しんでいた1人

です。

今回の規制は、斜里町で調査した、（８月～１０月までの３カ月間で、延べ４万６千人がサケ・マス

計７万９千匹を釣っていたと推定)と報道にもありましたが、結局釣り人を排除したいのが名目ですよ

ね！

ある程度の規制は理解できますが、釣り人だけではなく、漁業者の乱獲も起因しているのではないで

すか？

資源保護や調査であるならば全道的に禁止にするか、漁業者には漁獲制限を設けるべきです。斜里町

の調査根拠もイマイチ分かりませんし、今回の規制は乱暴かと思います。せめて今年度にしっかり精

査して、次年度から施行とかある程度、認知できる期間を設けるべきかと思います。こちらはきちん

とルールを守り釣りを楽しんでいるのに、漁業者寄りの考えは納得できるものではありません。

ラインセンス制の導入し、そのお金を元に孵化事業等に投資するような案も考えていただきたい。検

討よろしくお願いします。

【公述（意見）】
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【公述（意見）】
文書失礼します。

今回の河口規制につきましては、札幌、十勝管内、釧路管内からのアクセスが多い場所だと感じてお

ります。

その遠征組から市や、ショッピングセンターなどにかなりのお金が落ちてると思います。

また、釣具屋さんにもかなりの大ダメージだと思いますし、自分達も釣りができなくなるのは悲しい

ので、ライセンス制にして、自分達がライセンスをお金で買って、売上で、ゴミ箱の設置、トイレの

設置、余ったお金で資源回復の放流事業を行なってもらいたいと思っております。

誠に勝手ながらよろしくお願いします。

川、河口規制を実施し実際に様々な対策が実行できるのか疑問である。まずは実効性のある一部ふ化放流河川から

河口規制及び諸対策を実施し、効果の実証に基づき対策河川を増加させていくべきだと思う。

漁業と釣り人を共存させることは大変難しい問題だと思う。当然ながら漁業関係者が費用・労力をかけサケ・マス

を増殖、保護しているからこそ釣りが出来ると理解している方々も多いと思う。魚が減少することは誰にとっても

良いことなどない。ただ、大自然の素晴らしい環境の中でサケ・マス釣りが出来る魅力も何らかの形で残してほし

いと切に思う。規制ばかりではなく試験的にライセンス制の有料地帯を設定し人数制限・料金を徴収、釣り上げ本

数も設定してそれ以上はリリースするなど釣り場解放に向けた取組方法も検討して欲しい。

【公述（意見）】
秋サケ資源回復対策で一番やらないといけないのは本当に河口規制なのでしょうか。広範囲に渡りびっしり張り巡

らされる定置網。釣り人は定置網に掛かっているサケを釣っている訳ではありませんし、河口での釣りは砂浜での

投げ釣りと違い１人１本しか竿を持っていません。それらの問題を無視し資源回復対策を謳うのであれば、河口規

制だけでは筋が通らないですよね。

 漁に関しては諸外国の問題もあると思いますし、漁業関係者の生活も掛かっているのは重々わかっています。し

かし河口規制による影響は多かれ少なかれ町全体の商業、観光に関係します。

 このような案を出すにしても「もう今すぐ全部禁止ーー」ではなく、河口規制をしたことによる町全体への影響

をすべて考え、どれだけの釣り人がどれだけの遡上を邪魔しているのか、定置網の範囲は適切だったのか等、数年

分のデータを添付しないと何の信憑性のない規制に感じます。

 この案が通れば各地でトラブルが相次ぎ、行政の対応も追いつかないことが予想されますが、そうならないよ

う、数年かけてでもライセンス制の導入等、お互いが歩み寄る策を考えていくことを望みます。
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【公述（意見）】 48

◎さけ・ますの採捕の制限について

 北海道新聞に掲載された記事の内容には、河川に遡上するサケの半分以上が釣り人によって釣られ、年々、漁獲

減少につながってるような事が記載されていました。そのデーターは、いつ時点でどのような方法で内容を調査し

た結果なのか、項目毎に公聴会で説明してください。

 第一優先にサケの資源保護を考えたとき、投げ釣りや遊漁船、漁業関係者が一体となった総合的な判断が必要だ

と思います。岸なら沖合にかけて定置網が入ってるときは、全く釣れませんし河川に遡上させるためにも岸から丘

網も距離を取って空ける工夫も必要と思います。



 地球温暖化により、海水温が高くなり今まで沿岸で釣れなかった小さいフグやサバが釣れ、魚の生息態系やサケ

の回遊ルートも変化し、サケの捕獲数の減少の要因になっていることは事実です。

 令和４年７月２０日付けで、道新の２面に道内水面秋さけ漁獲減少という見出しで、生育に適した水温を上回る

ため、十分に成⾧出来ずこれが不良の原因で減少している事実が証明されています。研究機関や漁業関係者によっ

て学術的に裏付けられております。海水温そのものが高くなり岸よりする、サケが減少し毎年釣れなくなっている

ことは事実です。 孵化事業に伴う施設整備の拡充、サケの幼魚の放流数を増やすと等、サケの養殖事業、実態に

即した検証の時期にきているのではないでしょうか。

藻琴川から右岸、左岸１ｋｍの距離規制について段階的に距離を規制していく方法が取れないでしょうか。【例と

して５００ｍ．３００ｍ．２００ｍに徐々に縮小】公聴会の意見を受けて答申はいつ頃の予定でしょうか。新聞報

道で公開お願いします。

◎投げ釣りやルアー釣りの現状について

投げ釣りをしていても、フグとサバに５分くらいでエサが捕られ、サケが釣れなくなってきたのが現実です。タコ

ベイトがフグに食いちぎられエサもなくなり、朝一時間ぐらいしか釣りができないのが実情です。

◎環境衛生面について

ゴミの不法投棄、排泄物処理のあり方について、マナーの悪い人もいますがそれはごく一部の人であり私達の仲間

は自宅に持ち帰って処理しています。他人が投棄していったゴミまで拾い集めて処理し環境保全に努め釣りを楽し

んでるのが現実であります。

◎経済効果の波及について

地方から釣りに来る人はホテルでの宿泊、コンビニ店での買い物、食事、釣具店で仕掛けの購入温泉入場者等経済

面での波及効果は多かれ少なかれあることは紛れもなく事実だと思います。あらゆる選択肢を考慮し寛大なる措置

を講じて頂きますようによろしくお願いします。

【賛同者の住所・氏名記載あり】公述者のほか１０名


