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第 21 号

島田市中溝４丁目 2-5
TEL（0547）37-3048

H27.12.7 発行

ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽ（釣り情報）
（携帯サイト）

（0547）３２-９２４０

11 月 30 日、大井川の河川流量に影響があるとされる中央新幹線（ＪＲリニア）の工事について、
県庁でＪＲや国、県、関係市町などの関係機関を集めた連絡会議が開催されました。
水や地質など各分野の学識経験者からは専門的な意見も出され、地元代表者からは「工事は地元
を素通りし、地元の意見を聞き入れていない。ＪＲと地域には温度差がある。」との声も上がりまし
た。主な内容は次の２点です。
導水路トンネルのルート

１．導水トンネル計画（案）
・導水路ルートは、大井川右岸に沿って本坑
～椹島まで約 11.4ｋｍ掘り進め、掘削断面は
10～20 ㎡位となる。
・導水トンネル内を自然流下する流量とポン
プによる汲み上げ方式の組み合わせにより
中下流域での水資源の影響は生じないと考
える。
・着工から完成まで４～５年の見通し。

２．発生土置き場計画について
・発生土量については、全工事で 360 万㎥を
計画する。
・置場容量は 7 か所合計で 706 万㎥であるが、
現時点では燕沢 1 か所（約 360 万㎥）に重点
を置き検討している。

１９５５年（昭和３０年）８月
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２０１５年（平成２７年）12 月

あゆ発眼卵（孵化）の経過

１日目

（１回目）１１月６日

水温１６．５℃

新幹線鉄橋下流に約２５０万粒を設置

２日目

（２回目）１１月１４日

水温１５．５℃

１２日目（撤去）

太平橋上流に約５０万粒を設置

（数量）
11 月初旬、水温や瀬替えの影響を見計らいながら、大井

設置直後はたくさんの発眼卵が確認

川下流部にあゆ発眼卵 300 万粒を放流しました。期間中、雨

できましたが、撤去時には卵はほぼふ

による増水もありましたが、二週間を孵化の目安として卵が

化し、ゴミが付着するのみでした。

付着したマットを水中に設置しました。

←ハミ跡が見られた中鵜網

本年度の本流における鮎漁は濁

↓体長 22～25 ㎝の鮎のハミ跡

水等の悪影響もあって深刻な不漁
でありましたが、12 月 2 日、大井
川（中鵜網地先）で鮎のハミ跡が
確認されました。
来シーズン、産卵などの再生産
に繋がるものと思われ、朗報とし
てご案内します。
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第５０回
地区対抗及び関係会社親睦
あゆ友釣り競技大会

7 月 25 日、伊久美川

個人優勝の宮地靖広さん
（特種東海製紙）

関係会社の部 優勝
特種東海製紙㈱チーム
地区の部

優勝

大井川地区チーム

７月２５日（土）快晴の中、伊久美川を会場に

個人の部
３位 村松

優勝 宮地

２位 新井

＜関係会社の部＞

地区や関係会社の代表選手が団体・個人戦を競い

優勝：特種東海製紙（1,510ｇ、39 尾）
、２位：

合いました。この大会の 1 尾あたりの平均重量は

中部電力（742ｇ、15 尾）

40.7ｇ、平均釣果は 5.8 尾（おとり込）、平均年齢

＜個人の部＞ 優勝：宮地靖広（692ｇ、19 尾）

は 63 才でした。

２位：新井 哲（481ｇ、13 尾）３位：村松裕高
（452ｇ、14 尾）４位：永橋久志（444ｇ、13 尾）

＜地区の部＞

５位：渡辺恵之（432ｇ、12 尾）６位：白幡光明

優勝：大井川（1,462ｇ、39 尾）、２位：島田

（402ｇ、11 尾）7 位：宮脇政一、８位：上田光

（1,254ｇ、31 尾）３位：金谷（1,137ｇ、28 尾）

雄、９位：高村 亨、10 位：向地純造
※

同重量の時は尾数、高年齢の順による。

う
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守ぎ
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。
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主な業務
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平成 28 年より
ウナギ漁が一部変更されます。
ウナギ漁の期間
平成２８年度より 3 月 1 日～9 月 30 日
河川工事が行われています
実施されている工事は次のとおり。
＜国交省＞
島田市鍋島、牛尾、新大井川橋、細島、
焼津市相川
＜県＞ 大代川橋、谷口橋（耐震）
＜関東農政局＞ 島田市身成（本流）

平成 28 年度

通常総代会

＜日時＞ 平成 28 年 3 月 12 日（土）1：30～
＜会場＞ 島田市地域交流センター歩歩路（ぽぽろ）
＜議案＞1.平成 27 年度事業及び収支決算報告
2.平成 28 年度事業計画及び総合収支計画
3.定款の一部変更について
4.その他
※ 会場にご注意ください。
駐車場などは後日改めてご案内いたします。

本年も日数を確認します。今号に同封した日誌にご記入
の上、各地区の回収方法に従いご報告ください。
＜提出方法＞

役員、総代 …平成 27 年度 漁業日誌の記入
組合員
＜最終期日＞

…日数の聴取（組合員名簿に記入）
１月 15 日（金）

訃

報

当漁協役員 山田司郎様（金谷地区）が

７
１４

12 月 1 日に 78 歳にてご逝去されました。

（H27.5 月～H27.12 月）

解禁前監視員研修（現場）
島田土木事務所の工事説明
関係会社へ挨拶まわり
第７回放流（本流、神座、牛尾山鼻、鍋島上）
警察署へ取締協力依頼
第８回放流（伊久美川 20 か所、成魚 300ｋｇ）
県大会選手打合せ
大井川鮎解禁
川口地先違法漁業役員監視開始（土・日）
大井川花火大会挨拶（島田市観光協会）
大井川漁場管理運営協議会
伊久美川防鳥テープ撤去
伊久美川鮎解禁
中央新幹線説明会（県庁）
第４回釣り教室（友釣り 19 名、餌釣り 18 名）
玉石還元作業（高熊地先、トラック 72 台分）
大井川花火大会現場立会い
タカラエムシー視察（大代川）
あまご放流（6,000 尾）
県あゆ友釣り競技選手権大会（河津川）
うなぎ放流（20 ㎏、600 尾）
志太榛原農林事務所の工事説明
第９回放流（伊久美川７か所、100ｋｇ）
地区大会前日準備
地区及び関係会社対抗競技大会
第３回理事会 ・副組合長退任について
花火大会会場立会い
監事会（平成 27 年度上期）
夏季休業（～１６日）
地区長会 ・投網、追だも統数について
大井川ボート下り（本流、中止）
投網、追だも漁解禁及び河川監視
砂利三社協議
国土交通省による工事説明
放流（伊久美川、県内水面 300ｋｇ）
工事立会い（細島地先）
工事説明（大代川、国一ﾊﾞｲﾊﾟｽ）
全国内水面漁業振興大会（米子市）
現場立会い（国一バイパス）
現場立会い（大代川）
現場立会い（鍋島～高熊）
発眼卵設置場所下見
工事排水について協議（特種東海製紙）
西関東農政局と工事について協議
あゆ発眼卵 250 万粒を設置（はばたき橋上流）
カワウパトロール（11/8,14,15）
あゆ発眼卵 50 万粒を設置（太平橋上流）
遊漁証監査
内水面漁業研修会
標示旗撤去作業（鍋島～ＪＲ）
発眼卵撤去作業
現場立会い（神座～島田大橋）
川口発電所禁漁区の横断幕撤去
中央新幹線環境保全会議（県庁）
大井川広域水道企業団から説明
・予備取水工静水池内の砂の排出について
漁協通信第 21 号発行
第４回理事会

＜年末年始の営業について＞

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

12 月 2９日(火)～1 月 4 日(月)の期間、休業いたし
ます。（1 月 5 日より通常営業）
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