<参 加 者 ア ンケー トか ら〜感想 >
0地 味な講座ではあつたが、新 しい発見、知識があつ
た【
70代 男性】
0今 年は森林、昨年は玉ネギ。湧別は山、畑、水産〜
とそれぞれに産業が成立っている様に見えるが、実
際は山に入る人 (稼 業・利用者)は 年 々減少している
事に不安を感じる。時代は変わつているが、親しみな
がら暮らして行きたい!!【 60代 男性〕
●大変良かつた。180代 以上男性】
40
●町にいても知らないことがありためになりました。【
代女性】
●手曲鋸の角度の検証が興味深く、又 164丁 の鋸の分
類等、沢山学ばさせていただきました。質問者からの
提言が大変有意義でした。是非とも森林が有効 に活
用されるよう町で取り組んで下さるよう願つています。
70代 男性】
【
●脇坂さんのお話がとても楽 しくためになりました。つまようじのこと、輸出品の梱包材として海外へ湧別 の木
材 が行つていること、などなど、明 日からの授業で中学生に伝 えることができる生きた教材がたくさんありま
した。
中島さんのお話は、いつもながらみごとな資料をもとにとてもわかりやすく、学ぶ意欲をかきたてられるもの
でした。こちらも授業の中でさつそく活用させていただきます。いつもいつもありがとうございます。田中課
長補佐 のお話の際 に使われた資料 の冊子は林業のことがわかるとてもわかりやすく細かなデータもあり、
作られるのに大変ご苦労されたのではないかと感服いたしました。学ぶ会の皆様、このたびはこのような会
40代 男性 芭露学園教諭】
をありがとうございました。【
●植・育・材 のバランスが大切だと痛感 しました。働く方 々の <4K、 5K>か ら<lK>で も減らして、働き易く、
60代 女性】
後継者を育てて欲 しいですね。【
●我 が家、今冬も薪ストープで暖をとります。大変さもあります が、やはり楽 しく暮らしております。本のあたた
60代 女性〕
かさを毎冬感じております。【
●講師の皆さんが誠実 に学ばれたり、勤められて来られた 日々に頭が下がります。歴史と現実を知ることで、
未来への希望と計画につながっていくのだと感 じました。講師の皆さん、講座関係者 の皆さん、ありがとう
40代 女性】
ございました。【
● 自動車部品の輸出にコンポウ材 の需要と初 めて知りました。森林の大切さ、若 い人、子供に伝えていつて
70代 女性】
もらいたいと思います。【
●資料を揃える(情 報収集、冊子の作成 etc,)た いへんな時間と労力を掛けたのだろうなぁと思いました。皆
さまお疲れさまでした。そして、ありがとうございました。あらためまして、町民としてボーン!!と 生きていては
いけない問題があるのだと思いました。【
50代 女性】
●湧別林産の歴史、渡辺正喜さん、土井重喜さん等なつかしいお顔を思い出しました。林業、奥が深いです
ね。
町有林についても知らないことが多かつた。湧別町の町有林面積がオホーツク管内で 1番 広いなど驚 いて
60代 女性】
しまつた。参加者の意見が出て良い講座 になりましたね。【
0あ りがとうございました。
●湧別の町史をゆっくりじつくり見ることが少ないので、抜すいしていくつかのせていただけてよかつたです。
勉強になりました。
お話を聞いた後に実際 にのこぎりを見れてよかつたです。刻印には注 目したことがなかったので、今回改
めて注 目できました。
脇坂さんの当時をふり返つたお話、おもしろかつたです。車の部品の梱包 に木材 が使われていること、初
めて知りました。
木材を通 して歴 史、行政、様 々なことを知れました。運営等忙しい中ありがとうございます。とても楽しかつ
30代 女性】
たです。【
お忙 しい 中、貴重な時間を割 いて準備 を進 め、町の林業 のあゆみや現実 の姿・ 実態をていねいに講
義 いただいた中島さん、脇坂 さん、田中さん、あ りが と うございます。
繁忙期にもかかわ らず、会場に足を運び、一緒 に学び、体験 に基づいた建設的なご意見や率直な感
想 を寄せていただいた皆様、 あ りが とうございます。豊かな学びの時間にな りま した。
改 めて、講座 「木材」を通 して、森林・林業 の果 た している役割 の大きさ 。大切 さに気 づ くととも
に、もつ と林業に関心をもたなくてはいけない と考えさせ られま した。あ りが とうございます。
皆様 のご協力により、 とても有意義な講座 にな りま した。 心か ら感謝申し上げます。 (梅 田)
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会場 か ら貴重 で建設的な意見 … とて も有意義

‑8回 のふるさと講座をふりかえる一

根 子 敏 男

今回 の講座テーマは 「木材」
。今回も知 ってい るよ うで知 らないテーマです。
第 1部 では学芸員 の 中島さんか ら、主に湧別町の林業 の歴史を語 つていただ き 「マ ッ
チ時代」や 「芭露材時代」 といった各時代 の特徴、開拓生活 と木 の関わ り、そ して 当時
使われ た鋸 (の こぎ り)の 紹介 もいただきま した。今年 のお宝をたずね る旅 で学習 した
ハ ッカ と合 わせて考えてみると、山間地区の生業 (な りわい)が 垣間見えた気 が します。
第 2部 について、ふ るさと講座 の 当 日、ふるさとか ら学ぶ会 の会員は開始 1時 間前集
合 で したので、私 もその時 間近 くに会場に着 きま した。会員 では 2番 着 (1番 は多 田さ
ん)で したが、既に講師の脇坂 さんが来 られてお り、意気込みが伝わつて来ま した。町
内の製材 工場 が 自動車輸出用 の梱包用材 を生産 していた とい うことも、今回 の講座 を通
じて知 り驚 か されま した。
第 3部 町水産林務課課長補佐 の 田中さんか らは、専門的 い実務的な見地か らご説明
いただき、本町の町有林面積 が管内で一番 とい うことも初めて知 りま した。私、 これま
でボー つ と生きていて叱 られそ うです。
紙面 をお借 りして、講師をお引き受けいただいた 3名 の方に心よ りお本
Lを 申 し上げた
い と思 います。また、質疑 の時間では、会場 か ら貴重で建設的な意見 も出て、 とて も有
意義 で した。
さて 、これまで 8回 のふ るさと講座 が終了 しま した。振 り返 ります と JRY学 芸員 の得
意分野 「屯田」「遺跡」をテーマ とした 2回 目までは教育委員会主催。 3回 目か らは 「ふ
るさとか ら学ぶ会」が中心 となつた運営 とな り、「チ ュー リップJ「 湧別高校 J「 サ ロマ
湖」「久美 愛病院J「 玉葱」「木材」 と様 々なテーマ に取 り組 んできま した。姉妹事業 の
お宝をたずね る旅 を含めて、た くさんの方 々にご参加 いただき、大変あ りがた く思い ま
す。
私 も初回か ら 3回 までは、社会教育 の担 当と して携 わ り、その後 もふ るさとか ら学ぶ
会 の一会員 一町民 として協力 させていただいてお ります。梅 田代表 を始め会員 の皆 さん
と協力 し、 これか らも地域 のこ とを学習 し広めてい きたい と思 います。

制回白Bら 3口 書で勝
担当者として…
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一つの「木捕J… 欠が始めた
多う木工場J>
<も う

今回の講座 のテーマ 「木材」 は、大変参考にな りま した。 ただ、私 の知 っている、も
う一つのこの地域 での 「木材」 にかかわることを書い てみることに しま した。
私 の父は東京 の人 です が、終戦を網 走 (暁 部隊所属)で 迎え、妻 と子 どもが疎開 してい
た妻 の実家、計呂地に復員 し、故郷東京 に帰る 日を伺 い待 ちなが ら居候をしていま した。
そ こで義理 の兄弟や周辺 の人達 の協力 で、自動車 のエ ンジンを動力 とした、移動木 工
場 (動 力は自動車エ ンジン、そのエ ンジンで丸鋸を回 し、運台車 と云 うもの に丸太 を積
み製材をす る)を 始めたので した。 子
工場 と云 つても木材集積地 に、 これ らの機械 を持ち込み、雨、露を凌 ぐ掘立小屋で木
工場を始 めたのです。父は軍隊時代、自動車整備部隊で、そ の経験を生 か しての創業は、
理にかな つた職業 とも言 えたので しょ う、か ?
当時の父の戦友達 は、戦争 が終わつて も故郷 (本 州一特に東京、四国)が 、焼け野原
で仕事がないために帰選せ ず、網 走、常呂等 で拾 い仕事 で生活をしていた方 も居て、そ
の中には地元の人 と結婚 し、骨 を埋めた人 もい ま した。
その一人 が父でもあつたのです。
その戦友達 (四 国松山、東京)を 計呂地 に呼び寄せ 「移動木 工場Jを 開業 したので し
た。 当時は鉄道 の枕木、家 の建材等仕事はあ り、冬 の期間 には、雪 の少ない根室管内の
別海 まで行き鉄道枕木 の製材 を していたので した。

・計 3地よの九太上場 。
・
本工場中>
<今 でも募に・

その後、計呂地市街 に固定 した工場を建て、動力 も自動車 のエ ンジンで続けていま し
たが、や がてこの地域にも電気 が通 つたことか ら、電動モー ター を動力に した木 工場に
な り、ある程度は見通 しのある工場運営が出来るよ うになったのです。ただ この電力 (馬
力数)が 認可制 の為、馬力増 が容易 ではな く、よく父は北海道電力 の営業所に足を運 ん
でいま した。
道有林、町有林等 の官公林 の払 い
また木材仕入れ が個人林 には限界 があ り、国有林、
つ
い
下げでの陳情 も同時 に行 て ま した。今思 うと、当時物資 がな く自給 の時代、私 の家
には蓄財 もないこ とか ら、父は春に子豚を飼 い、12月 になるとそれを肉に して、私 たち
は正月 の御馳走 としていま したが、 4本 ある足が、何時も家では 1本 しか食べ らず、後
の 3本 は何処に行 つてい るのか 当時は不思議 に思 つていま した。後 日聞いた話では、お
歳暮 とい うことで、電気容 量ア ップの北海道電力営業所長宅、それ と本材仕入れ の営林
署職員宅に運んでいた とのこ とで した。 こんな ことは今 だか ら言えることで、当時工場
経営 のためには、父 はい ろい ろな苦労を していた ことが、 よく分 かつたので した。
計 呂地 の駅 に も大 きな丸太 の 上場
(本 材集積場)が あ り、計 呂岳等 か ら
切 り出された材本は、 ここか ら国鉄 の
貨車 に積載 して運ばれていた事な ど、
今 で も時 々貨車積載風景や木 工場 の事
を夢で見 る事があ り苦笑 してい ます。
この周辺地域は、本材 工場 が多 く、
計呂地で さえも 2工 場、芭露、中湧別、
上湧別、佐 呂間、遠軽等 々、本材 工場
で町は持 つていた と云つて も過言 では
ない と云えます。
計呂地駅上場 と木炭の発動機 (昭 和 20年 )

<猿 貢…望郷を府に対 岳地 に■きた久 の思い>
私 も学校 を終えた昭和 36年 か ら8年 間は父 と工場経営に携わって来ま したが、
縁 があ
り 30歳 の時に転職 しま した。父には申 し訳ない と、当時は思 つていま したが、今考え
るとそれが良かった とも思えるのです。それは転職頃か ら木材経営は大変で、計呂地駅
か ら積み出され る材木 も、太 い物 が無 くな り、当時最盛期 の鉱 山の坑木 に変わ り、太 い
木材は外国か ら輸入す るよ うになった程 、山々は過剰伐採 で した。材木 の仕入れ先 も遠
方 になつた り、仕入れその物 が難 しくな り、国有林、道有林、町有林へ の依存度 が高 く、
それにも限界 があ り、次か ら次へ と合併、廃業 した工場 もあ り、父 の木 工場 も私が去 っ
た 4年 後には廃業 しま した。創業時期 の父 の戦友は、昭和 20年 代後半か ら 30年 代初
めには帰郷 した よ うですが、父 は計呂地に残 り、生涯 をこの地で過 ごしたので した。
何 で…妻 の実家 の地であったか らか も しれ ない、が、多分父は 口には出さなかった け
れ ど、東京 に帰 りたかったのだ と思 うのです。それ を証明できる出来事があ りま した。
私 が父に計 呂地 の墓地にお墓を作 る話 を した ときに、即答では許 しては くれませんで し
た。 で も、父は亡 くなる 3年 程前に、「お前が建てると云 うな ら自由にせ 」 と許 しが 出
たので した。「人はサケ と同 じよ うに生まれ故郷に帰 る」 とよく聞きますが、父 も本 当
は故郷東京 に帰 りたか ったのだ と思います。 さて、父 との思いは思い とし、私 の書 きた
い ことは、細 々 と北海道 の片隅で、四苦八苦 しス ター トさせた戦後 の「木 工場」の原点、
自動車エ ンジンによる 「移動木工場 」 と云 う小 さな営みは、「明治 の開拓」や 「戦後開
拓」 と同 じ様 に とは云わないまで も、北海道 150年 の歩み の 中に、「移動木 工場」 も
在 つたのだ とい うことを、北海道開拓 の林業編 の片隅に遺 して も良いのでは と、 ここに
書 き留めた次第です。
また、「終戦時網走暁部隊本州 出身者」は、多 くは故郷 に帰 った よ うです が、帰郷せ
ずに このオホー ンク原野、そ して道内各地に散在 し「道産子魂」になって、各分野で頑
張 った人達が居た と云 うこ とも、忘れてはい けない北海道史 のひ とつ ではないで しょ う
かo
平成 30年 11月 3日 記
(ふ るさとか ら学ぶ会 石 渡 輝 道「町民芝居ゆうべつ」演出、脚本担当)

講座第 3部「町の 山は今 Jよ り
(田

中千嘉伸講師資料より)

○ 湧別 町 内 で 指 定 してい る保 安 林
皆 さんもご承知 とお もいますが、普段飲んでい る水や畑 へ の散水、サ ロマ湖やオ ホー ツク海へ注
がれてい る養分を含んだ水は豊かな農林水産業を支える礎 となってお り、この水を恒久的に守るため
に水源涵養保安林、飲水を絶や さず綺麗な状態を保 つ ために干害防備保安林 、土砂崩壊防備保安林、
水面に対する森林 の投影や魚類等に対す る養分 の供給、
水質汚濁防止等 の作用により魚類 の生息 と繁
殖を助ける魚 つ き保安林 も指定 してい る。これ ら湧別町 には 9種 類 の保安林を指定 してお り、その延
べ面積は 1,273haと なっています。

栽 した場所の下草刈を実施 してお り、母 さんが植 えた本を息子達が大事に育ててい ます。

