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造林手のエキスパートが語る山づくり

造林手

1 造林手になった経緯

私は小谷山と山田山の間にある上山田で生まれ、そ
の当時祖父は孫ができたことを喜んでよく「男の子や
後継ぎができた。」って言うてね、私がヨチヨチ歩け
るようになった時から肩車してよう山につれていかは
ったん。そのせいか分からんけど、いつのまにか山が
好きになってたんや。そして小学校に入る頃になると
木登りを気張ってし始めるようになったんや。そのう
ち枝打ちのやり方を教えてもらうことになるけど、小
学校の高等2年に進む頃になると私の親の体格が大き
く成り過ぎてしまってね、木に登れんようになったん
や。そうなってしまうと自分しか木に登れる人がいな
いもんやから親や祖父、祖母が木に登ると喜んでね、
それが嬉しくて造林手の職務を少しずつやけどするよ
うになっていきましたわ。

2 戦争へ行く

その後長浜農業学校に通いだす頃になると戦争のま
っただ中でね、軍隊から教官がきて、昔の学校時分は
体格ががっしりしてたもんやから、「兵役志願せい、
兵役志願せい」言うて勧めてくれるから、いっちょ行
ってみるか思うて兵役志願したんや。そして3年の2学
期の9月、17歳の時に敦賀に連隊があって入隊してね、
そこから船で中国に渡って、向こうで有名やった嵐部
隊に入ったんや。

3 戦争から帰ってきて林業へ

1945年に日本は終戦を迎えたんやけど、中国で捕虜
生活があって結局家に帰ったんは1946年の7月、20歳
の時やったねぇ。すぐに林業の方をやりたかったんや
けど中国の方では食糧難でね、栄養失調になって帰っ
てきてそれが回復するのに2、3年かかったもんやから
22、23歳の頃に林業に復帰したね。

4 天候によって変る毎日の作業

林業の場所は、全部で20箇所ぐらいあるねぇ。毎朝
8時ごろから出かけて、遠い場所やと弁当持ちでね、
外が薄暗くなる頃、そうやな今やと夕方の5時頃まで
作業をやってますわ。
毎日の作業いうとねぇ、雨の日やったら、今年の3

月に負担金で作ってもらった作業道に石ころがようけ
ころがってるさかいそれを拾ってね、水溜りの場所に
持ってってその小石で埋めたりもしているんや。、ま
たこの間の台風21号の時に谷川からものすごい量の水
が流れてきて大変な被害を受けたんや。それでその谷
川にね、山から拾うて来た石を並べて水路を作って水
害が出んようにしてるんやわ。丁度山の石は、下刈り
の時に草刈り機の刃がよう傷むんで拾わにゃならんの
や。
晴れの日になると木に登れるさかい枝打ちしたり下
刈りしたりと、林業の作業全般ができるさかい晴れの
日が一番いいねえ。
天候では雪の時が一番大変なんや。雪が積もったり
融けたりすると木が倒れるさかい木起こしちゅう作業



をしたらなあかんからな。まず苗木の側に竹を挿して
ささえを作ってやるんや。それから木を起こしてわら
縄で苗木と竹を結びつけるんや。この時使うわら縄は、
冬の間春の木起こしに向けて自分で作ってるんです
わ。今はビニールで出来たひもなんかがあるから、わ
ざわざ作らなくていいんじゃないかって言う人もいる
んやけど、わら縄の場合1年ぐらいしたら腐ってちぎ
れるさかい、そのままほっとけるから手間がはぶけて
いいんや。苗木の場合はこういう方法でやるけど大き
な木になるとまた木起こしの方法も違ってくるんや。
木が大きくなると人間の力では起こせなくなるんで、
機械を使って起こして、木起こしした木の周りにある
丈夫な大きな木をささえにして、2本の木をわら縄で
くくってやらなあかん。こう言う作業を毎年やってる
んやけど、近年は割合雪が少ないんでましなんやけど、
10年に1回の大雪の年は被害がすごくてね、毎日毎日
山に行って木起こしせんといかんから春先にかけて弱
ってしまいますわ。

5 苗木作り　　

造林をやる上で苗木は絶対必要なもんや。これは4
月下旬にやるんやけど、昔は1年に5000本くらい作っ
て小谷森林組合の植林する人に分けたりして苗木の指
定業者ちゅうことで、認定書ももろうてやってたんや。
けどなあ、近頃は植林する人がだいぶ少のうなってき
て、それでこの頃では本数をだいぶ減らして自家用目
的で毎年、500本ほど生産してますんや。親類の人に
分けたりして、そのうち実際植えるのは300本ぐらい
ですわ。
最近は、まっすぐ伸びて大きく育つちゅうことで、

優良木を生産するようになりましたわ。うちはマタロ
ク杉とタニグチ杉を団子挿しちゅう方法で育てている
んや。木から適当な長さの枝を切って来て、その枝の
ちょうど2、3年の赤芽の部分で折って、いらない下枝
をもぎ取るんや。その後、鹿沼土と赤土を1：2の割合
で野球ボールぐらいの大きさに丸めて枝を挿すんやけ
ど、その時に枝の切り端が傷まんようにしなあかんか
ら、鉛筆で仮穴を作ってやって最後に枝を挿して完成
や。結構作るのに手間もお金もかかって、苗木の単価
が高なって材価の低迷してる時代には厳しいですわ。

6 苗木が植林にいたるまで

今年の場合やと4月に挿し穂を団子挿しして、苗床
を作りそこで発根させるんや。そして夏になると、日
照りがようけ続くさかい水もやらなあかんし、直射日
光を避ける為に日除けも必要や。
日除けは苗を栽培している苗床の四隅に杭を地面か
ら50cm程出るように打ち込んで、取付けた横竹の上

によしずをひいて
作るんや。この作
業は10月いっぱい
までやらなあかん。
次に雪が降る12

月頃までに、根が
張っている苗を畑

から慎重に掘りおこして、別の畑にわざと横に倒して
かりやといをしとくんや。こうしとくと雪が苗に積も
っても折れないからいいんや。そして翌年の春がきた
ら次は苗畑に植えて、除草や施肥などをして管理する
んや。この作業をしている同じ時期に前生樹を切り倒
して片付ける作業もしてますわ。
ここまで言うた作業をもう1年続けた後、つまり団

子挿しした年からいうと翌々年の1月から3月頃の時期
の、雪のない時に植林するんや。朝方、根が傷まんよ
うにスコップで苗を堀り起こしてその日のうちに植え
てますわ。植林の時には掘った穴にゴミや石が入らん
ように注意して植えた後、土をかぶせて乾燥を避ける
為に木の周りを十分に足で踏み固めるんや。

7 枝打ち作業

枝打ちは、節の無
い良質材を作る為に
やるんや。フシが出
無いようにするため
には枝を綺麗に剪定
するのももちろんや
けど、枝の根元から
出てる萌芽に気をつけないかんの。これをほっとくと
な、枝を切っても切っても新しい枝が出てきて枝打ち
する意味が無いんや。
ところで昔は手オキと言う道具で切ってたんやけ

ど、切り口が汚のうなってなぁ、木が腐ったり菌が入
ったりして材色が変ったりしやすかったんや。ほんで
それを避ける為に昔はこの作業は9月の彼岸から3月の
彼岸まで言うてな、木の成長する時期にはやらなかっ
たんや。でも今では手ノコや小型のチェーンソーで切
ると切り口が綺麗に切れるし、親木に傷を付けること
なく切れるようになったさかい梅雨の時期以外は1年
中やってますわ。

安全面
高い木に登るんで作業が安全にできるように、身体
に安全べルトと命綱をつけるんや。これをつけると両
手を離して枝打ち作業ができるさかい能率が良くて調
法してますわ。次に履物なんやけどな、私の場合地下
足袋ちゅうもんを履いてますわ。靴裏が生ゴムででき
た奴やとすべりにくいし動きやすいし、林業をするに
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当たって欠かせん
物やね。他にもヘ
ルメットなんかが
あるんやけど、本
当はかぶらないか
んのですけど、頭
に違和感ができて

邪魔なんでかぶってませんねぇ。

失敗談
木に登る時にね私用を思い出して、その事を忘れん
ように頭ん中で考えながら木に登ったんや。ほんでア
ルミバシゴをちょうど7メートルくらい登った所で、
いつもやったら命綱を木とハシゴにかけるんやけど気
が抜けてて忘れてしもうて、右手は何にも持たずに左
手で枯れ枝を持った瞬間、ハット思ったら下にダーン
って尻から落ちたん。ほんで立とうと思っても立てれ
んの。おかしなぁ思うて身体に手やるとね、ろっ骨が
ポコッとでて折れてて、動く事が出来なんだんや。で
外が暗くなってもずっとそこにいてたら、家の若嫁さ
んが心配して探しに来てくれて、救急車呼んでもろて
運ばれた事が一度あったねぇ。あの時はアホなことし
た恥ずかしい事や思うてねぇ、反省してそれからは他
の事は考えずに木の事を一心に考えてするようになり
ましたわ。

8 邪魔な草木は全て排除

苗木と苗木の間を2メートル間隔に空けて植栽した
所にね、しばらく月日が経過すると草が繁ってきて、
植えた木にかぶさったりツルが巻きついたりするん
や。それで成長が止まってしまうんで、草刈り機とか
カマを使って下刈りをしてやるんや。この作業を1年
に1回、よう生えてくる所やったら2回ぐらいしてやる
なあ。こうして10年ほど続けると木が成長するさかい、
上の方が茂ってくると草に日光があたらんなるんで、
草が茂らなくなるんや。それからは、ツル切りやとか
枝打ちなんかをしていくんや。
ほんで植栽して丁度20年後にこんどは間伐をするん
や。この作業はある程度大きくなった木を間引いて、
残す木の空間を確保するちゅう作業や。例えば2メー
トル間隔に植えた木の半分程を切って4メートル間隔
にすることやね。それからこの間伐は、台風や雪害の
無い時期（支えあっている木の間を間引くと支えが無
くなり、しばらくの間、残りの木の外力に耐える強さ
が低下するため）、そして間伐した木の水分が少なく
良い材木となる時期ということで、3月頃に集中して
やりますんや。これをだいたい10年おきにやって行く
んやけど、木の成長によって異なるんで、そのへんは

山を見て仕事をしていかなあかんね。
また他にも除伐いうて、成長の悪い木・傷んでる

木・植栽しても無いのに生えてきた木とか競合する不
要な木をチェーンソーなんかを使って切ってますわ。

9 動物との格闘

この頃は動物愛護言うてね、鹿とかカモシカなんか
が増えてきよって、冬の間の食べ物が不足するさかい
植栽した木の先っぽが食べられたり、木の皮がむかれ
たりして、木に害が出て良い木が育たなくなってます
んや。そやからね、木が食われる前に鹿が嫌う苦い農
薬をまいてますんや。ひどい所やと木にネットを巻く
所もあるそうやけど、うちはそこまで行ってませんわ。
でもこういう苦労は木に関係の無い人にはなかなか分
かってもらえんやろうね。

10 深刻な材価問題

昔は、ちょっとお金がほしかったら木を切って枝も
葉もお金になったんやけど、今は外材が入ってきて木
の値段がもの凄う悪うなってね、今年も200本ほど間
伐して組合の方に連絡して取りに来てもらったら8tト
ラック二台と4tトラック1台分あったんよ。ほんでも
車やらの経費を引くとね手元に残ったのは30000円と
ちょっとですわ。この作業に18日かかったんで、日給
にすると、2000円にもならんの。そうすっと若い子に
山を綺麗にしようて勧めたかてね、生活できるような
お金が入ってこんもんやから誰もやりませんわ。だか
ら間伐したきは腐らしてしまわなしゃあないの。
今はこんなんやけど孫の代になるまでに、外材をお
さえて国産材を使う制度なんかを作ってもらって、日
当にあった材価になってほしいですわ。

11 林業以外の自然活動

町内の小学校から「シイタケの菌植えを教えて下さ
い。」って来ますんで、毎年シイタケ造り用の原木を
紅葉のまっさかりに切ってひと月ぐらい倒しておき、
それからたま切りにしておくんですわ。ほんでシイタ
ケ菌を植える2月頃になると、県の林業課の人と一緒
に小学校に行って菌植えを子供達と一緒にするんで
す。そして1年ぐらいたつと収穫するんやけど、そっ
すると子供達が喜んでねぇ（笑）、「またお願いします。」
って先生達が言ってくるんですわ。
他にもね、私は県の指導林家ちゅう資格を持ってい
るんで、それを使って緑の少年団を作ってね、小学生
を中心に活動をやってますんや。例えば苗木を配って
1人1本ずつ植えてもらったりね。また子供達の手のと
どく範囲の木の枝を手ノコを使って実際に枝打ちして



もらって、自然とのふれあいを通して学んでもらって
ますんや。
あとは若手の後継者育成やね。部落の若い人に今の
県がやってる保全や改良事業を知ってもらいたい思お
てやってますが、私の考えてる保全の仕方と若い人達
の感覚はチョット違って意見が合わないんですよ。例
えば実際に山を良くしようと思うといろんな道具を持
って山に行かんとあかんから、軽トラで作業場所まで
行けるように作業道もいりますんや。そして山はこう
いう具合に手入れするんやって言ってるんですけど、
若い子にはなかなか理解してもらえなくて、改良事業
は木の切りすぎやとか鳥や動物の食べるえさの木を切
ってしまうとか言ってね、なかなか大変ですわ。

12 これからの人生　

枝打ちをして間伐をすると、木が綺麗にスカンッと
真っ直ぐに並んで育っていきよるやろ、それを見ると
気分爽快、スカッとします。それから琵琶湖の水源を
守る事にも貢献してるし、なによりも仕事は毎日の日
課になってるから、私にとって生きがいですわ。だか
ら自分の動ける間は、子供たちに緑の大切さを知って
もらう活動や造林手の仕事を今までどおり続けていき
たいと思っていますんや。

13 終わりに　

この聞き書きを通じて、造林手の技や信念などの素
晴らしさ、またその重要性などを実際に感じる事がで
きました。私は学校で造園や自然環境について勉強し
ているので、共感できる部分もいっぱいありました。
今回、中町さんにご指導いただいた事を無駄にしない
ように、学校の授業やいろいろな環境緑化活動におい
て学んだ事柄を活かしていきたいと思います。

名人のプロフィール

中町房行(なかまち　ふさゆき) 造林手
昭和2年9月20日滋賀県東浅井郡湖北町上山田に生まれる。昭
和23年から山林の育成・測量・自然栽培や地域活動等活発に
行い、滋賀県林業協会功績賞などさまざまな賞を受賞され林
業経験年数は56年になられます。現在は奥さんと息子さんご
夫婦、お孫さん3人とお元気に暮らしておられ、今でも毎日
のように山に足を運んで森林の管理に余念がありません。

体格に恵まれてい
た学生時代

作業場にて

今でも現役として仕事場に向かいます
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①アルミ梯子を木に立てかけます。

③命綱を用いて注意深く登り
ます。

④命綱を木と梯子にかけ
て枝打ちします。

⑤止め枝から下の不要
な枝を豪快にチェー
ンソーで切ります。

②アルミ梯子と木をロープでしっかり固
定し継ぎ足し用梯子を持って登ります。

作業スタイルも決まっています。

道具類の数々
左から順に
①ドグワ　（植栽に使用）
②手斧　　
③なた鎌（下草刈りに使用）
④手おき（枝打ちに使用）
⑤なた
⑥手のこ（枝打ちに使用）

安全ベルト(中央)と命綱

左はアルミバシゴ
右はチェーンソー（枝打ち
に使用）

枝打ち作業の紹介

枝打ちに使用する道具類


