
釧路総合振興局記者クラブ配付資料

報道発表資料の配付日時 令和４年８月２２日（月）１１：００

発 表 項 目 第４２回全国豊かな海づくり大会北海道大会の開催に向けた

「大会記念リレー放流」の実施について

記者ﾚｸﾁｬｰ （実施日時） 発 表 者

月 日（ ） 時 分

のお知らせ 発 表 場 所

北海道では、令和５年９月１７日（日）に釧路総合振興局管内、厚岸

町において標記大会の開催が予定されています。（7/22(金)発表済）
同大会の開催に向け、全道的な機運醸成を図るとともに「豊かな海づ

概 要 くり活動」の大切さを幅広く道民の皆様に理解して頂くため、厚岸町に

おける放流行事をはじめとして、道内各地の海岸・漁港において児童、

園児等による「大会記念リレー放流」を行います。

記

１ 厚岸町における大会記念リレー放流

（１）日時 令和４年８月３０日（火） １０時～

（２）会場 厚岸町若竹 第３種厚岸漁港若竹第２埠頭

（３）概要 厚岸小学校全校生徒（約１１０名）によるマツカワ稚魚の

放流

・全国豊かな海づくり大会北海道大会のＰＲ

・放流魚の生態などの説明

・参加者による記念撮影

２ 道内各地における大会記念リレー放流

（１）期間 令和４年９月末日頃まで

（２）実施地区 道内各地において実施予定（別紙資料のとおり）

※資料に記載の時期は、予定であり具体的な実施日程は決定次第、

各(総合)振興局から、関係報道機関へお知らせします。

「全国豊かな海づくり大会」は、水産資源の保護・管理と海や湖沼・河

参 考 川の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業

の推進を通じて、わが国漁業の振興と発展を図ることを目的として、都

道府県ごとに昭和５６年に第１回大会が大分県で開催されて以来、継続

して各地で開催されています。

報道(取材)

に当たって

の お 願 い

他の ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 同 時 配 付 （場所）道政記者クラブ、水産記者クラブ

と の 関 係 同 時 レ ク 釧路総合振興局記者クラブ

担 当 釧路総合振興局産業振興部水産課（担当者：四氏）

（連絡先） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１５４－４３－９２１２



2022/8/19

魚種 尾数（尾）

1 釧路 8月30日 厚岸町立厚岸小学校 全校児童 マツカワ 1,000 厚岸漁港

2 釧路 8月31日 霧多布保育園 園児 マツカワ 1,000 霧多布港湾

3 釧路 8月下旬 マツカワ 4,000 千代ノ浦漁港

4 胆振 8月下旬 マツカワ 4,000 登別漁港

5 渡島 8月下旬 マツカワ 4,000 川汲漁港、安浦漁港沖合

6 釧路 8月下旬 マツカワ 7,200 厚岸町奔渡町地先

7 後志 8月下旬 ヒラメ 2,000 岩内町沖合

8 檜山 8月下旬 ヒラメ 2,000 瀬棚港湾

9 檜山 8月下旬 せたな町内の保育園 園児 ヒラメ 3,000 瀬棚港湾

10 渡島 8月下旬 ヒラメ 2,000 知内漁港（涌元地区）沖合

11 日高 9月上旬 日高管内栽培漁業推進協議会 マツカワ 4,000 浦河港湾

12 根室 ９月 マツカワ 4,000 根室市桂木地先・別海町床丹沖合

13 宗谷 9月 宗谷管内栽培漁業推進協議会 ヒラメ 2,000 勇知川河口沖合

14 留萌 9月 留萌管内栽培漁業推進協議会 ヒラメ 2,000 別苅漁港

15 留萌 9月 小平町立鬼鹿小学校 児童 ヒラメ 3,000 道の駅おびら鰊番屋周辺の海岸

16 石狩 9月 ヒラメ 4,100 石狩三線浜沖合

17 石狩 9月 石狩市立厚田学園 児童 ヒラメ 900 厚田海浜プール

18 後志 9月 ヒラメ 1,000 古平町沖合

19 後志 9月 ヒラメ 1,000 余市町沖合

20 後志 9月 小樽市立忍路中央小学校 児童 ヒラメ 3,000 忍路漁港

21 日高 9月中旬 浦河町立浦河小学校 児童 マツカワ 6,000 浦河町内の海岸

22 後志 9月下旬 泊村立泊小学校 児童 ヒラメ 6,000 掘株海岸

23 檜山 9月下旬 せたな町立瀬棚小学校 児童 ヒラメ 6,000 瀬棚港湾

24 渡島 9月下旬 函館市立万年橋小学校 児童 ヒラメ 6,000 函館湯川漁港周辺の海岸

25 留萌 9月下旬 羽幌町立羽幌小学校 児童 ヒラメ 6,000 羽幌港湾

26 十勝 9月下旬 豊頃町立大津小学校 児童 マツカワ 200 大津漁港

後志南部地区ヒラメ中間育成センター運営委員会

（令和４年度分）

えりも以東栽培漁業推進協議会（釧路）

胆振太平洋海域漁業振興協議会

渡島東部海域栽培漁業協議会

えりも以東栽培漁業推進協議会（釧路）

全国豊かな海づくり大会北海道大会の開催に向けた大会記念リレー放流の実施予定

NO. 振興局管内
放流時期
（予定）

参加団体

放流魚種・数量（予定）

放流場所 備考

石狩湾ひらめ栽培漁業振興協議会

檜山管内水産振興対策協議会

津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会

えりも以東栽培漁業推進協議会（根室）

石狩湾ひらめ栽培漁業振興協議会

石狩湾ひらめ栽培漁業振興協議会


