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目稚魚放流式

3月のある晴れた日，事業場の事務所

には明るい II射が一杯に溢れ春が駈足で

やって米fこようだった。 だが外は未Tご雪

がドツサリ残っていて輝くような白銀の

世界だった。果して 4月中に無くなるの

かなと気になるくらいだった。主任は手

を頭の後で組み廻転椅子を廻して両脚を
のd

伸びるにいいだけ延ばした。

「ああ， もうひと月だな，幾つになって

も春は楽しみだな」とまるで修学旅行を

待っている学生のように如何にも待ち遠

しそうだった。
くゆ

同僚の*海は燭14Zをd牒らしていたが短

かくなったのでポケットから安物のパイ

プを山してそれに継足してまたすい始め

た i-90の1宴でも fj:fまやっぱしええもんか

ねえ"いや，やっぱし宋い kりはええ

だろうなあ一」と自分でいって自分で返

事をした。

彼の耐えた煙草はノえイプのlドでジリジ

リと焦げて無くなった。その高:がはっき

りと聞えるほど静かだった。ザJJるい〆子前
の静寂きが暫く続き，近所のニワトリが

間抜けたように突拍子もない声でl布くの句
のどか

が聞えた。これが一層春のような長閑さ

を感じさせた。

職員はみんな何気なくぼんやりとして

いたが 1人の客が入って来た為にたちま

ち事務所らしき威厳を取戻した。

客は見馴れた男だったが私はまだ一度

もまともに招介された事はなかった。

東海の話では彼は近くの10軒くらいし

かない商白街の布力なボスであり，この・

町の議員だということ事だ。

議員といえばえらい人なのだろうが，

ちっとも立派には見えない男である。そ

れは長~fな顔のせいか眼鏡が低い鼻先ま
あご

で下っていて物を見るのに顎をひどくっ

き出してu玉を下のjjへ落きないと視線

がレンズから外れてしまうのである。

彼は帽子を脱ぐと早速用件をきり出レ

7こ。

「あのですね，実はですね，稚魚の放流



。

の

見

く

浮

何

い

す

場

'

る

う

o

違

げ

役

ね

あ

い

い

に

で

'

す

の

う

な

男

の

な

で

癖

こ

は

な

い

す

を

い

ο

で
・
す

た

で

算

ど

る

問

・

げ

き

は

子

ひ

あ

人

が

頂

実

度

も

で

の

い

て

担

う

男

道

な

っ
9
・
る
ど
る
ト
持
ら

や

う

あ

J

す

北

知

'
よ
'
・
す
を
ほ
か

ね

し

ね

・

げ

方

方

産

す

が

す

で

り

り

の

で

で

で

ん

喋

喋

叩

県

を

う

で

る

い

な

の

式

ど

方

て

ど

薄

処

ない。

「予算があるならいくらでもやって上げ

ますよ。 10万なら10万程度， 20万なら20

万程度に幾らでも金額次第でお望みの規

模でやれるんです」主任は極く当り前の

事を倣慢な態度がいった。彼は元来こう

ゅう任事の増える事の好きな男だった。

特に予算のつく仕事は何でも引受けた。

その額は彼の生涯に残した仕事の尺度と

なった。すなわち俺は何万円の仕事をや

ったという具合にである。

鼻めがねは主任の返事に一寸戸惑った

ようだった。

「いや，そういわれでも困るんでげす。

物を買うんぢゃないんですからなO 実わ

ですな，役場で全額出す訳ぢゃねえんで

がすからね，そう早まってはですね，国

るんでげすJ

「いや，だから慢がいうんです。予算の

範囲内でやってあげますとね。全額も半

額もないのだ。 役場で出す予算だけでや

ってあげますという事なんだから」

「いや，それば困るんでげす。わしは相

談に来たんでがすから一つ相談に乗って

下さいな。つまりですな，あんたの万で

ですな，やるなら役場の方で助成します

という択なんでげす」

「あんたは，あんたの)Jというが慢の)j

には放流式をやる予算など認められてお

らんのです。 だからそういう相談には采
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れんのです。そうでしょう。どうです。』

主任はひどく自信を持って肥りぎみの

体を乗り出して鼻めがねに迫ったc

「な，なるほど，そうでしたなc でもで

すね，在、がいうの3あんたが漁協とか准

殖縦ifT浮から白色:を集めてですな，やる

気がありませんかという事なんで、げすっ

そうしたら役場で助けるという事なんで、

げすがね， とにかく役場ではですね，主

催という沢にはですね，いかんのでげ

す。あくまでも助成という事ですからな，

どうです幾らかでも集まりませんでがし

よか '?_I

「一体役場の予算は幾らなんです.?J 

「いや，それがですな，今いえないんで

がす。助成でがすから，なつまりプラス
アルフアー

α でがすから，そちらの予算より助成

金の方が多いなんてな事になるのは恰好

がつきませんでがしょ。そりゃ出来るだ

け多くもらうよう l乙ですね，努めますが

ね」
めやす

「でも助成といっても多少の目算はある

んでしょう J主任は強引に相手の手の内

を見ょうとしたが鼻めがねはなかなかい

うとはしなかった。私は彼に質問した。

「一体，放流式をやりたいというのはど

ういう意味ですか」

「はあ，つまりですな，それやる事によ

って大勢の人が集まる訳でがしよう，そ

して宴会をすれば市街の尚広からいろい

ろと買物をする訳でがしよう，それは尚

J古にとって繁栄を斉らすですな，これか

ら行楽のシーズンだからそのトップを切i

って活気づけて欲しい訳なんでげす」

「ははあ，そうすると稚魚とか鮭資源i鼠

養とか保護なんてどうでもよい択です

か|彼は鼻先まで下った眼鏡を指で押上
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げ柳か}良狽した口調でいった。

「いや，いや，そ，そんな訳ぢゃないん

でftJすO その主旨はですね，今さらいう

までもないと思いましてな，いうのを忘

れましたがね，小中学生を参亨1]させてで

すね， メ夕、、カとは違うという事をです

ね，充分認識きせようとわしは考へてる

んでげすr それに採卵に従事した漁夫連

中を呼んでですな，諸;fTの努力がこんな

になって実を約んだと見せる事も出来る

でがしようー 1':さは弁 m~Jがましくi1来ったが

稚魚、にどJしての認品はメダカ程度のもの

でしかないようだつに。そしてメ夕、カに

なったのが1~ 々の最終 H 的だと思い込ん

でいた

「突を結ぷのは大きくなって川に戻って

来た時です」

「ああ，そうでがすな， とにかく'0:伝に

なりますJ

II);O官街ので、すかj

「いやいや，あんた達のでげすJ

なにが“げす"だ， どうもこれが気に

!1ftわなV¥J 主任は相手の心にノくツサリと

斬込んでいった。

「本当のところは稚魚、をダシにして一杯

芥もうというんで-しよう，そうでしょう J

彼は1正てて子を振りながら弁明に一汗

カ)l' tご

「いや‘そういう事では議員はですな，

っとまろんでがす。皆んなは良く見てお

りますからな，町民の為，同氏の為にで

はなくてほですな，あかんでがしよう。

私は同〆弓事業をやっている仕事のピ一ア

ールですな， これを兼ねて同時に町民の

為にも利益を斉らしたいと，こう考える

んでげす!

「では官、，irのイlt;の協力の一端としてや

ろうという訳なんですね」と私は聞いた。

「そ，そうでげす，そうでげすとも，鮭

資源のですな，保護を徹底させる事でげ

すなJ

「それなら保護協力会の方でやってもら

ったらいいでしょううそれを役場が助成

すればいいえ尺ですっそうすれば役場の金

はあんたのいう向日街へ落ちるしね，あ

んたの役目もそれで、流む訳ですね。私は

未だ放流式なるものを見に事がありませ

すからここにいるうちに是非一度見たい

もんです!

「そう，そうでげす，あんたは話がわか

る」何をいってやがんだ，話は始めから

わかっているご要はi酉を了子む事と尚!古街

l乙金が入ればいいだけなんだけ

「とにかく，やるとかやらぬとかは支場

長に相決して下さ l'c 彼は支場長でもあ

り保護協力会の書記だか会計だか兎に角

金を出すのに都合の良い立場にあります

からね仁そちらから頼んでみたらいいで

しょう c ここの主任は指示に従って準備

をするだけですからね]

「あいもっともでげすなC で，やると

せばいつ頃がよとぎんしよう"?J 
「稚魚のj手洗最~期に 4 月中旬ですね。

日曜日がいいとれば20日しかないでしょ

う。 道路の為にはもっと遅い方がいいの

ですがね，それでは稚魚、がいなくなりま

す。一応当日の主役ですからね。

ところで国道からこの田舎道ね，われ

われば全く嫌になっているんですが， こ

れを条件に役場のブ、ル卜ーザーを出して

くれませんか， この雪ではノくイクも自転

車も駒日ですからねJ

「よござんす，約束しましょう。今週中

に道を問げきせますJ



4月になった。初旬のある日，支場長

より電話せよとの電報が来?こ。主任は自

転車で :::k先の市街地の郵便局へ電話を

かけに行った。一時間経って戻って来

7こζ

「放流式をやる事になったから役場と打

合せてやれとさ」といったc

東海は賠しそうに

「いよいよ呑めるね，そうこなくちゃァ

ホらしくてね，忙しい時には馬みたいに
じ

暇1動かされ，暇な時には番犬みたいに凝

っとしてなきゃならんのだからね，たま

にはご馳走にありつけなきゃ人生なんて

なもんじゃねえよ」

「只で存めるといっても，今同はそれ以

上に働かねばならんよ。養魚、i也を片付け

瞬化室を片付け，構内整理だとか…ー・そ

の他の雑用も含めて二週間以内にやらね

ばならのだよ」

「わしらだけでですかね ?J
「そうさ，予算に人夫賃をつけてくれな

い限りね，おまけに主任は労働は出来な

いからね」

「そうだ， 人夫賃をもらわねば損だ，奴

等の酒呑み会場を作るのに俺達が骨を折

る事はないζ 養魚、地の日覆板は 2千枚も

あるんだからね， ~I際化盆だって 1 万枚も

ある，桝化槽も 2百本もある上あいつは

馬鹿みたいに重いからなC

君，明日役場行ってたんまりつけても

らうよう交渉して来てくれ。」

と彼は夜、に命じた。

「それは主任の仕事です|

「いや，慢l立健康ならいいが，君も知っ

てる通札肺炎以来安静度 6度とされて

いるから余り動けんのだ。主任の代理は

次の者がやるのが当然だろう。君は 6級
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職だから慢の次だ。月給は東海君より安

くても 6級は 6級Tご。 6級は 5級の下で

7級の上だ」と変なところへこだわって

押付けた。そんなつまらん説明を聞かさ

れるほど馬鹿ぢゃない心算だが安静度 6

を持って斬り付けられては一寸受留にく

L、。
私は先ず鼻めがね議員の家へ行勺てそ

の事を説明した。

「全くそうでげすな。支場長さんから電

話があったなら早速役場へ行ってです

な，町長と打合せましょう。もう口数も

ないでがしよう c すぐ行きましょう。家

の車を出しますからな」彼は小走りに奥

へ行って

「オーイ，役場まで車を出してけれj

と叫んだ。彼の使用人はたちどころに車

を用意した。

役場まで 8kである。雪融けの国遣を

行くのはまるで莞ごと振廻される小鳥の

ようなものだった。そして50分もかかっ

た。町長は出掛ける用があるから助役と

相談しろといった。助役は早速会議を聞

いた。出席したのは総務課長，産業課長，

商工係長，それに白髪の町会議員が現わ

れた。彼は手足も不自由なぐらいに年を
えび

とり背中は曲り，腰は全く海老のように

曲り，頭髪J土山伏のごとくに長く，口童

は仙人のように長く生えていたの助役は

私が来た理由を説明した。すると似人は

手を挙げた。というより手のひらを見せ

るような恰好で発言を求めた。

「一寸助役さんにお聞きしたい。支場長

さんの方から役場に正式に放流式につい

ての助成を申請されましたのですか，今

の説明ではどうもその辺があいまいなの

ぢやが， こうゅうことはちゃんと筋を通
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さんとうまくないですな。あんたは支場

長さんに何とお伝えしたのぢや "?_I

と鼻めがねに尋ねた。彼は眼鏡を指で押

し上げ，時間をかけて思い出すようにゆ

っくりと喋った。

「わしはですな，支場長さんへはですね

毎年支場ばかりでやるのも良いが，今年

はですね。こちらの事業場でですね，ゃ

っ戴てきたい。それについて役場として

はですね， もちろん考えているんですか

らですね，是非この，今年はですな，わ

れわれの方でやらして欲しいのですが

と，電話でお願いしたわけなんです。す

ると支場長さんはですね，役場で考えて

るなら宜しいでせうと了解のと返事が戴

けたわけなんでげすO それでこちらさん

が電話で役場と相談してやれといわれた

わけなんでがす」

仙人は鼻めがねが喋っている問中彼を
にら

凝っと腕みつけていた。そして彼の話が

終ると私の方へ向き直って凝っと腕みつ

けながらいった。

「すると，あんたさんは支場長さんの代

理かね?J
私は意、外なことをいわれて一寸困って

Lわ

しまった。彼の目玉は鍛くちゃの顔の斗3

でギヨロリと鈍く光った。その目は大き

くて古狸のようだった。私は直感的にこ

の仙人が気に喰わなかった。私は{ロ!とい

って良いか解らず戸惑っていたら鼻めが

ねが

「まあ，そんなようなことになるわけで

がせう，そうだせう」と余計なことをい

って私に迫った。彼の表情は夜、にそうだ

といえという風だった。私はそんな心算

で来たのではなかったから益々困ってし

まった。これだから始めから来たくなか

ったのだ。支場長代理などという柄では

ない。もっと頭が禿げてからでないと貞

任が持てない。

「いや，別に代理会というわけではありま

せんc ただ，予算の作成に当って'宴会費

だけでなく，会場整備費，特に賃金を見

積って戦きたいといいに来たんです。計

画は誰が作るのか知りませんが事業場の

l隊員だけでは201"1までに準備はu¥米ませ

んからね，それだけいいに来たのです。

あと二週間しかありませんからねー

「計ー画は支場長さんの方で作って， ここ

へ持って来て，どうしでもこうなるのだ

から足りない分を助けて下さいといって

始めて健らの方が話に乗るという経路を

たどらんと筋が通らんのぢやC こちらは

助成する方なのぢゃから」と仙人は生意

気なことをいった。何たることだ。

「あんたは筋にこだわりますがね，大体

やりたいといい出したのはそちらの方で

すよc 支場長がやりたいといったのなら

あんたのいうようなことになるでせう

が，支場長はあんたと同じ年頃の人で余

計な仕事は極力さげる主義ですからっ筋

が通らんというのはこっちでいいたいこ

とです」

仙人は急、に立って私に名刺を差出した。

「慢はこうゅう :titご，良く読んで下さい」

私は益々この仙人が痛に障った。大体

人を馬鹿にしている。名刺はさっきすで

に紹介された時に貰っている亡あの嫌ら

しい肩書きが表と裏l乙何行も書いである

やつだ。

「それは先程もらいましたL あまり役に

立ちそうもないので二枚はいりませんJ

仙人は差出した名刺のやり場に窮してそ

れを振り上げてわめいた。



「慢は今これだけの責任ある仕事をして

いるのぢや，だからこうゅう話には相手

も長任ある肩書を持った者と話合はねば

ならんのだ」まるで駄々をこねる鼻垂れ

小{曽TごO

「とにかく支場長が役場へお願いに来る

のでないと筋が通をんのぢや」

勝手にしあがれだ。こんな面倒臭いこ

とは真平だ。第一馬鹿々しくて話になら

ん。

「そういうことは支場長へ直長いって下

さい。私にいくら話したって支場長は連

れて来ませんからね，筋の通らんのはあ

んたの方です。年を取るとモーロクする

こともありますかな今日は大目に見てお

きます。私はこれで帰りますから支場長

を呼びつけて話合って下さい」

数日?こった。支場長から電報が来Tこ。

電話せよという内容だった。私は 2k先

の郵便局へ電話をかけに行った。支場長

が出るまで40分待った。明日役場で放流

式のことで打合をするからお前も10時ま

でに行ってろということだった。

翌日，役場のある町まで私はパスで行

った。支場長は役所の乗用車で来Tこ。

出席者はこの前と同じで支場長と運転

手が増えただけだった。そしてこの前と
こ巴

同じことでrrれてしまった。イUI人は支場

長に強情に迫った。

「支場長さんは放流式について全然、金を

集る気は無いのですかね ?J
ふる

支場長は少しJ保へ戸でようやくPffijぐよう

にいった。

lありませんね・-…私は・・ -夜、は寄付を

貰いに歩くなんて……出来ません。貴方

は私l乙地積組合や漁協などから一万円ず
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つでも貰へといいましたが……私には…

と， とても -…出来ません。しかも・・

貴方7こちのために乞食みたいに金を貰っ

て歩くなんて……どうしても……H¥来ま

せん。この秋には在、共の80;1!1年記念、があ

るので・ーーその時には今よりもっと多く

寄付を戴かねばなりませんから，今はと

てもそんなことは…勘弁して下さい...J
とぎれ

支場長は言葉の端切を開草で誤魔化しな

がらやっと喋った。言葉lこは強いものが

あったがそれは切々たる哀願の感があっ

た。われらの支場長として見るに忍びな

い痛々しい態度だったっしかしそれが支

場長としての責任上出来ないというの

か，彼個人としてそういう面倒臭いこと

は嫌だというのか判断がつかなかったつ

だが，兎l乙角，彼の態度と言葉は皆に同

情心を与えた。仙人だけが巌として相変

らず目玉だけ気持悪く大きくてドロンと

していた。そして暮く静寂が続いた。お

互に目線のやり場に困っている時に私の

右隣の商工係の男が紙中に何か書いて渡

した。(予算は 5万円)と書いてあったっ

私は左隣の運転手にそれを見せた。

「大したあるぢゃないか。これだけあれ

ば充分だがな」と小声でいったが私も彼

もこの金をどうやって引lHしたらよいか

名案は浮ばなかった。重苦しい沈黙はや
Lび

がて痔れを斉らした。みんな誰かが少し

でもいいから何か喋べることを期待し
つぶや

7こ。ゃうやく助役が政くようにいったっ

「実は役場としては 5万円{止まで出せる

るのですが，支場長さんのおっしゃるよ

うに保護協力会から 1万円しか出ないと

すれば助成する方としても最高 1万伎に

しかなりませんからね。助成金の方が{口I

倍も多いということになるのは変則です



28 

し，議会が通しませんからねO もう少し

資金が集まるとそれに応じて助成金も高

く出せるわけですから」

支場長lま自分の役割がほとんど報いら

れないような空虚な不満を感じたようだ

ったじ

「白方たちが勝手に行って寄付を集めて

来るなら構いませんよ!といった。する

と今まで腕を机んで黙っていた鼻めがね

が急に突拍子もない声で早口で喋りli¥し

Tこ〈

「そうすか，支場長さんがですね，そう

おっしゃるなら俣らが行って貰って来や

せうと彼らは受益者ですからな，漁協と

J同協とそれに市場がありますな。善は急

げだ，これから直ぐ行きやせう」

1i:Jが善は急げた。こんなみっともないこ

とを善だと思っているからログな政治が

出来ないのだ。

「ところで計画と会計は誰がやります

か」

と商工係の男がいった。この点で没場と

併化場は盛んに譲り合った。というより

互に押付け合ったコそして結局お前の事

業場で挙行するのだからおまえがやれと

いうことになって私が受持つことになっ

"" I~( 

予算lま6万円とIたった。このうち役場

の助戎金は 3万円だった。この予算で計

両を作り，支場へ行ったり，役場へ行っ

たり，電話をかけに行ったり，尚庖へ連

絡に行ったり，学校へ物を借りに行った

り，準備のために全く忙しい目に逢つ

に仁それがお互に非常に離れているため

に自転車，オートハイ，パス， izt車など

に乗り， iiMこは馬車やトラックに便乗さ

せて貰うなどあらゆる乗物を利用した。

準備は着々と進められて行った。

斯くて，一週間後，盛大な放流式が晴

やかに開催された。 Fすにはアーチが飾ら

れ，場内は万国旗に色どられ，メインポ
かるがへ

ールには国旗が踊った。高校のブラスパ

ンドが一層会場の気分を盛上げた。横内

には自動車が長び自転車が百台を越え

た。小中学生が 200人参1J日し，稚魚をj去

る歌を斉唱したが陳腐で形式的な祭典は

誠に滑稽なものであったo 祭壇の上に置
の圭 D

かれた稚魚、は長い祝詞のために鼻上げを

してガラス鉢の中で見る問に死んだ。小

男の東海はその度に祭壇の裏へ廻り背延

びして何同も稚魚を取替えた。全く品の

ないみじめな恰好に見えた。式は進行し
おみ

水槽の稚魚、が放流される段になって御神
き そそ

酒を 1升養魚池へ注ぎ込んだ。いやはや

全くあきれた放流式である。これだから

稚魚、は酔払って回帰出来ないのだろう。

宴会は僻化室で行われた。宴会の酒は

充分あった。支場長へはブド酒を出し

たc 彼は夜、にそれを命じであったので私

は特にと等の白ブドー酒を20本用意して

おいた。町長は私の交正に来て酒を注い

だ。「どうもご苦労だったね」といった。

全くである。

宴が終りになりかかった時にIHJ長は有

志20名を二次会に招待した。そこで2万

円が消え，結局 5万円を消化したu

二次会に出払った後の会場は容も散漫

となり酔潰れた客が構内の芝生やベンチ

の上にだらしなくのびていた。五l¥屑や折

箱が春風に吹かれて養魚池に浮いてい

た。小中学生?こちは養魚、池で稚魚掬いに

遊び興じていた。東海は消)玩を振上げて



悪童Tこちを追い散らしていた。

「こら一つ，メダカとは違うぞ〆」

酒に酔った彼は養魚池の践をうまく走れ

ずに何回も Aを踏み外しながらもなお叫

んだ。

「メダカぢゃねえぞ¥ こら一つ， この餓

鬼共，......こん吉生め l' ! 

豆、童7こちは点泌が池へ落ちるとワ←ツ

と歓声を挙げた。

人 事 異動i

ー昇裕一

任農林事務TC猪口満寿子.斎藤ツギ子

(本場〕

任農林技官.渡辺常二郎(根室支場〉扇彰(湧

別事業場〉坂口未IJ夫(幌内事業場)梅原石I雄

(勇払事業場〉
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(40頁より〕

末武さんに電気漁網の話を聞いてすぐ

に別海に向つffo 別海には恨室支庁の水

産課の人7こちも I度末ており，道又組合

長などと試験について打合せをし，いろ

いろ話をして，支場長と同乗して中襟津

に向うころはすでに主主同になっていた

が，雨は小降りになったο 間百Ijを過ぎる

ころはその雨もやんで，ハイロットフア

ーム付近を通るころは一つ二つ星か見え

始め，月さえ出て空が明るくなって来

t:.o 

西日j川を調査するιi画も，以上のような

具合で，万事がii![面通りに行かず残念で

はあったが，いろいろ調査上興味ある結

果も得?こし，特に今後の詞査のためには

大変得る所が多かった。来年は川の状態

も良く判ったので， さらに良い詞査が計

画実施出来るという自信も持てたc その

意味からも日間苦楽をともにした原田

君，渡辺古，ならびにいろいろと調査の

便を計って戴いた小林立場長始め根室支

場の皆さんにと礼申し上げて，この駄文

を終りたいと思います (1968年11月〕

(詞盆課技i¥)


