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場(現在中標津事業場)に配置されたの

であるが何せ長い間民間勝化場に勤めて

きた者が官庁の機構の中で仕事をするこ

とは総ての面が窮屈で特に事務の面では

民営と全く違いお手あげの有様であっ

た。しかしどうかこうかして現場の業務

は過ごしてきたのであったが，昭和 17

年 3月当時の虹別支場(現在は事業場〉

へ転勤を命じられたのである。時の支場

長は石井さん，場員では山田，渡辺，伊

藤，斎藤の諸君の外 4， 5名であった。

当時の虹別は千歳につぐ大僻化場の設

備を有していたものの，施設の全体が可

成りの腐朽しており，特に養魚池と官舎

ははなはだしい荒廃ぶりであった。辛い

にもこの年の(昭和 17年度)予算には養

魚池と '(i舎の一部が改修を見込まれてい

たので，この完成を期するため同僚の山

田君と相談し工事の設計事務は山田君が

担当，それ以外は私が受持つことになっ

たので、早速工事用の官給セメント何十

袋かを札幌から発送の手配をするなど着

々準備を進めたのであった。ところが山

田君は突然に練の瞬、化事業で利尻方面に

出張することになったので，いやでも応

でも工事の一切は私が担当する破Hに追

込まれてしまった。これには私もまった

く閉口したのである。

ご承知のように虹別は道内でも空襲さの

厳しい地帯であるため，工事は早目に施

工しなければならない状況にあるので，

書類上の始末は後でどうにかなるだろう

と工事実施の伺いを事情を具して本場に

申請したところ，一応内諾を得たので早

速請負者を決め工事に着手させたのであ

った。今思い出しても随分無茶なことを

したものだと寒心の思いである c

工事の内容は養魚池 420坪，'(C舎 30

坪の改修で予算は 10万円位であったと

記憶しているが，当時としては少ない額

でなかったと思われる。それでも工事は

突貫作業で 10月下旬にどうやら竣工し

たので一安心したものの書類、が未整備で

あったため本場からは矢のような催促で

随分おしかりを受けたのである。当時の

本場庶務主任は小林さん(現在連合会主

事)工事担当者は下問きんで両氏には大

変な厄介をかけたものであるc それでも

官舎の修繕によって入居諸君には非常に

喜ばれたことはとに角嬉しいことであっ

7こO

これなどはほんの一事に過ぎないが，

移管当時，民営団体から官営附化場に入

った方々でこのような苦い経験または失

敗のお持ちの方があってもそれは無理の

ないことであったこととひそかに思い出

されるのである。

北海道の併化事業資IJ基 80周年につぎ

今また虹別の 70周年を迎えたことは，

斯界のため喜びに堪えないところであ

る。大根室支場建設の一環として今後事

業施設拡充整備の日も早く実現されるこ

とと幸内支場長はじめ場員各位の健闘を

祈念するものである。(事務官本場)

イ左 野 誠
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の玉砕が報ぜられた日に私は虹別支場へ に勤務した。現在本場におられる小野政



秋氏とすでに亡くなった伊藤鶴松氏に迎

えられ，草木すべて緑を失い流涼とした

西別原野の寒々とした西春別駅に下車し

た時今の印象はその後の数々の思い出とと

もにいつまでも忘れることは出来なし、。

先般ソ連極東視察のさい，沿海州のウ

ラジオからハパロフスクへ向う途中大平

原の中に孤立する小駅を通過の時にも，

昨日のことのようによみがえって来た当

時の虹別支場;士電燈は勿論， ラジオも電

話もない，真i二文化から隔絶された辺地

で夜明;ナとともに起きて働き，日暮れと

ともに終る毎日が繰返えされた。

併し薄暗いランプの下での夕べの団楽

はラジオを聞き，テレビを見ながら明る

い電燈の下で過す現在にも増して楽しい

ものであったっ少ない予算をやりくりし

てラジオを買い，また虹別の市街までの

電話の架設に思わぬ苦労を重ね，さらに

翌年の秋までには，職員一同の心からの

協力を得て，ついに自家発電所を完成

し，削始以来 50余年目に始めて虹別の

奥にも文化の光を取り入れることが出来

7ニO

その時代虹別に勤務していた人々は，

前述の小野，伊藤両氏を始め山田，斎藤，

渡辺，藤野らの諸氏と現在幌内事業場勤

務の横平氏らで，後大場，松本，神， 日

下部，村上らの諸氏が加わり根室管内 6

事業場を統轄する大支場となり年々 5~

6 万尾の親魚、から 4~5 千万粒の採卵を

行ない当時の北海道内総採卵数に対し大

きな部分を占めるにいたった。

最初に述べたとうり戦争も次第にたけ

なわとなり，物資は愈々不足を来し，予

算はあっても物の買えない時代となり，

事業の遂行も次第に困難となって来た。

このような状況の下で，その年も残り 4

~5 日という 12 月末の昼ごろシュワン

プト採卵場，事務所，採卵室などを全焼

する事故を起し，変化の少ない辺地での

大きな事件となったが，幸い，野田場長

木村，小林両先輩の好意、で後始末も大き

な問題とならずに済んだことは真に感謝

の他はない士

特に小林氏が現地調査を命ぜられ，そ

の年の正月はついに虹別の奥で過すはめ

になったことは真にお気のどくの極みで

あった。

5月の末，時には 6月に入って桜の咲

くこの地方は，すべての花が一時に聞き

8月中旬までの環境は実に得難いもの

で，一時でも虹別に住んだことのある人

々は終生忘れることは出来ないであろ

う。

早朝あるいは夕べに銃を肩にして釣を

楽しみ宅飛ぶ鳥と水中に棲む魚とを獲物

とする環境;土恐らく他の地では見られな

し、楽しみであった。乗馬あるいは馬車の

みにたよっていた交通機関も事業の拡張

に伴い次第iニスピードを必要とすること

となり，中標津の業者から金 1千円也で

ダットサンの中古車を入手し，人通りの

ない原野を自由に乗り廻し次第に便利な

環境となりつつあったが，たまたま札幌

本場の車が使用不能となり，この車を否

応無しに供出せしめられたことは返すが

えすも残念であった。併しその代償とし

てか?新しい三輪車(木炭車)が配車さ

れ民平氏が運転して悪路に苦労して，場

内に乗込んで、来た時は，場員のみならず

部落の人々も集まって歓声をあげたもの

であったと

さて戦争も次第に深刻となりその年の
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事業は曲りなりにも準備を完了，漸く盛

期に入ろうとする 1943年の 10月のある

日，突然赤紙が配達され有無をいわさず

横須賀の海兵団へ入団せしめられた。前

記大場氏はすでにその年の春に入常さ

れ，つぎつぎと召集が行なわれ，部落の

人々の写真を撮って，サービスに努めて

いたが白身の召集には本当に驚いた。併

し小学生の全員や部落の人々の盛んな見

送りを受けて出発したにもかかわらずわ

ずか 1カ月余りで再ひ、虹別へ帰ることと

なり今になって見れば幸運であったと思

う。

当時l土問春5J1j， ;;十根別あるいは中標津

などに飛行場が設けられ時には高空に米

機の姿も認められ，辺地とは思わない慌

しい毎日が続いたが，西春別飛行隊のM

大尉のおi珪で種々の資材，物資の供給を

受け，また労力などの応援を得て，捕獲

事業なども比較的順調に集めることの出

来たことは真に幸いであった。併しこの

反面飛行場労務者あるいは時には兵隊も

混って盛んに密漁が行なわれ，帝国軍人

(佐:'1'¥級〕を捕えて問題を起したり，労

務苫の集団が採卵場をおそい. J主主員を閉

じこめて生貨から魚をあげたりすること

は度々で，弱体な取締陣では手のほどこ

しょうがなく， T!'j殖事業もいちじるしい

困難に追い込まれて来たが，その中にも

楽しみがあり全く楽しい思L、tllのみが残

っている。

虹別支場は羅臼，標津，伊茶仁，薫

別，当幌，風~lEなど 6 事業場を統轄しそ

れぞれ，橋本， ttl¥山，浅田，押味，内藤，吉

沢らの各{立が担当して物資の不足に悩ま

され，密漁におびやかされて真に困難な

業務を遂行せられた努力はなみ大抵のも

のではなかったと思う。これらの人々と

年 1岡本場の係官とともに支場で打合せ

が行なわれていたが， この日 l土全員参加

して楽しい夕べを過し，河で得らわした山

女，虹鱒あるいは鴨，兎などが料理せら

れ夜のふけるのを忘れて歓談し特に電燈

の恩恵は絶大な効力を発揮した Lのであ

る。この支場の構内に小高 L 丘があっ

て，古くから圭水神社が設けられ職員の

渡辺神主ののりとによって毎年お祭りが

行なわれていたが，この丘には時々熊の

出現があり名手伊藤鶴松氏の銃声が公舎

にまで響き渡り暁の夢を破られたことも

再三であった。また市街へ通ずる道路 t

にも現われ，途中から青くなって引返し

て来たこともあり少し奥へ入れば足跡，

などがし、たるところに見られ特に摩周湖

の虹鱒の採卵事業の往復は石油カンを打

ち笛を吹きながら進んだものである。

今から約四年前このような状況の F

にともに過した人々の中，すでに故人と

なられた人もいるがその大部分はところ

は変っても元気に今も併化場に勤務さ

れ，小野(本場〉橋本(伊茶仁)押味

〔遊楽部〉郡山(名寄〉横平(幌内)，

の諸氏には当時に変らぬ厚情を示してい

ただけることは真によろこばしい|良りで

ある。わずか 3年の短い期間ではあった

が，全場員が 1家族のような親しみをも

ち冥になごやかな日時を過すことの出来

たのはこれらの人々のお蔭であると感謝

の外はない。

過般ソ連の漁業視察団-?fの案内で久

し振りで虹別を訪ね，辻主任を初め将時

から勤務されている斎藤，松本両氏i二会

い益々事業内容も充実して，毎年のよう

に養魚池の一部まで利用して僻化放流を



行ないつつある盛況を拝見，当時を思い

起して真に今昔の感に絶えない。

虹別支場も 1952年に中標津に移ると

ともに事業場としてサケ・マスの再生産

に専念し，根室支場の良き指導の下に益

々発展の途上にあることは，虹別に勤務

したことのある者にとってこの上なき慶

びである。

摩周湖の浸透水の地上に現われる豊富

な湧水源を擁L，サケ・マスの僻化場と

して絶好の環境をもっこの幣化場のさら

に一層の発展を祈ってやまなし、。

時に道南地区のサケの回遊の激減，再

虹別事業場の水源池に鮭人工併化場が

創設せられてより 70年を迎えられたよ

し，今日の基礎を作られた先人の卓見と

その功績に対し心から敬意、を表する次第

である。

初めて虹別支場(当時北海道水産試験

場西別支場〉を知ったのは昭和4年 8月

で当時北海道水産試験場が北海道の内水

面ことに湖沼の利用の一環として有用魚、

族の移殖事業を実施して居ったので、ある

が，摩周湖に米国産鱒の放流計画をたて

農林省水産局と交渉中のところその現品

たる種卵が横浜に到着するので受領に来

るようにとのことでその受領輸送を森脇

場長より命ぜ、られ自分が行くこととなり

横浜埠頭から種卵を受けとり虹別支場へ

輸送したのが最初である。虹鱒の種卵と

思いきやそれはステールヘッド・トラウ

ト種卵で、あったのには予想に反しいささ

か落胆したので、ある。

その後昭和8年 8月北海道の湖沼の基礎

調査のため摩周湖の船小屋に約 2週間高

安三次氏と滞在，同湖の調査をなし時々
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生産環境の悪化は十勝，北見，根室地区

の蕃殖援助が重要な役割を果すにいたっ

ている現在， これらの地区における産卵

回遊群の蕃殖保護事業の推進は北海道サ

ケ・マス漁業の発展の根源をなすものと

いっても過言ではなL、。

良好な環境を保つ西5]1])11の悪化防除と

積極的な併化事業，さらに稚魚の降海援

助は北海道沿岸のサケ資源の維持にきわ

めて大きな役割をはたしつつあると考え

られ，今後一層の実質的な事業の推進を

期待するものである。

(農学博士・調査課長〕

近 藤 賢 蔵

食糧補給のため支場へ下Iljして行ったの

が2度目と思う。

当時の支場長は内海重左衛門氏でその

下に新妻六郎君，伊藤鶴松君らが在場さ

れてたが支場周囲の風景が千歳支場など

と全く異なった風景に接し異様の感にう

たれたことを記憶してる。また摩周湖調

査によって昭和4年 9月に放流したステ

ールヘッド・トラウトの棲息を確認し得

て輸送時横浜桟橋から一睡もせず小樽ま

で輸送に苦労したかいがあったと喜んだ

のである。その後開和 12年 8月以来鮭

鱒騨化場に関係することとなり度々虹別

支場を訪れたことがある。昭和 19年 7
月北見支場から予告なしに虹別支場へ転

勤となったので後任者との事務引継を終

り赴任してみると全く今まで歩いて来た

職場と気分的に変っていることに気付き

1日も早くこの雰囲気にとけこまなけれ

ばならないと考えたのである。

根室原野の夏は短くことに支場のよう

に山の中での独立生活は出来るだけ生活

上の不安を除くことが第 1で， ことに食




