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　１　自己紹介

藤
ふじもと

本長
おさお

雄です。昭和12年 4 月14日生まれで、今年73歳。
滋賀県多賀町久徳に住んでますわ。ここが久徳で、住民票
があるのは多賀町河内で、山奥にあんねやわ。河内に生ま
れて50年ほどそこにおって、それからここ久徳へ移って20
年ほどここで寝泊まりしてんやわ。盆と正月は山のとこで
寝泊まりしてるわな。落ち着くし静かやし。んで、夏にな
るとものすごく涼しいの。

家族は 4 人いてるんやわ。ほんで、長女はもう嫁いでも
うて、長男は結婚せんと三重で勤めとるわ。んで今は、2
人でずっと暮らしてるの。でも娘が近いところにいてるで、
毎日のように孫連れてきよるさかいな、にぎやかなのはに
ぎやか。

仕事は山仕事。造林、育林や。山のことやったら何でも
してるけんど、主に育林。木を育てる仕事が、もうほとんど。

　２　前の仕事

　中学校を出たときはな、うちは兄貴がおったさかい、兄

貴が家を持ってくれると思って、大阪の電気屋に勤めたん
やわ。中学校を昭和28年 3 月24日に卒業して、5 月の 5 日
に大阪の森嶋電機製作所ゆうところに勤めてん。ほのとき
1 日100円もろうてん。 昭和28 年やさかい、ほんなもん
や。で、そこでずっと１年９カ月ほどいてたんやわ。ほん
でちょっと親せきのところで不幸があって、ほこの家を持
たなあかんゆうことで兄貴が養子に行きよって、家に誰も
いてへんのはあかんさかいゆうので呼び戻されて、山仕事
に入ったんや。ほの時は18や。ほれからずっと山仕事。始
めは炭焼き。山で炭焼いて。ほれから出稼ぎに岐阜やらに、
山仕事やら伐採やらしに行ってんやわ。

　３　最近の山

今は木材価格がものすごく低迷しとるさかいな、あんま
りええことないわ。ほんで、木の価格がええと皆一生懸命
に山に関心が集まる。やけんど、もうほうゆう木材が売れ
んさかい山に関心がなくなって、山がほったらかしになっ
てもうたんよ。山を持ってる人でも、勤めてたらもう山へ
も行かへんのよ、ずっと。ほうすると山が荒廃してもうて、
雨とか降っても洪水がでるようになんのよ。で、間伐って
言うて商品価値のない木を切って光を入れて、草木を生や
すようにしていかな山はあかんの。

ところがな、ほこへ最近鹿が増えてきよったんや。鹿が
ほとんど木の皮をむいてもうて枯らしよる。ほんで、ビニー
ルテープでらせん状に巻いてくの。ピッチが 18 センチくら
いで。ほんで鹿から守るんや。４、５年くらいはめくらん
ともつんやけんど、ほのうちにまた木も大きくなってくる
で、テープが引っ張られてプチッて切れてしまうんやけん
どな。ほうゆう仕事も近年は増えてきた。

　４　必要な道具

　道具はな、まず昔使ったのは、なた、鎌
かま

、 鋸
のこぎり

、それに
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ぶり縄、よき。今の時代はな、チェーンソー、下刈機、ほ
れに枝打ちばしご。チェーンソーは大きいチェーンソーを
４台、細かいチェーンソーを６台持ってくんや。大きい木
やと刃の長いチェーンソーで切らんとあかんし、枝を払う
のには刃の短い小さいチェーンソーでするんや。重たいし
なぁ。はしごの上やし。
　山仕事ゆうのは細かい仕事やないねや。もう５haやら
10haくらいの仕事をするさかいな。んで、あっちしたりこっ
ちしたりするんやけんど、ほうすると、そこへわざわざ道
具を取りに行くの大変やん。ほんでそれはそこに置いてっ
て、またこっちはこっちで置いてって、また違う仕事があっ
たらほこへ持って行くんや。ほんで傷んだ時のために予備
を皆それぞれ持っとかなならんのよ。お金はかかるけんど
な。やっぱり仕事しようと思うと、ほのぐらいの数がない
と出来ひんねやわ。ほんでもう車にはどこで何があろうと
全部何でも出来るように積んだーるねんわ。

　５　仕事をする人数

　今一人で働いて、嫁さんを連れて行っとるわ。まあ、忙
しい時には３人使ってるんやけんどな。昔は男だけで10 人
余り。女の人も行ってやったんやで。全部で20人ほどいて
たわな。皆、地元の人。河内のとこで一緒に仕事をしとっ
たけんども、一緒にしたのは10年ほどやな。昭和40年、50
年頃になったらそれぞれ皆勤めてな。社会保障が全然ない
やろ。ほんで皆勤めてまわってな。
　今は忙しいと女の人二人と男の人一人とやな。この女の
人二人は木にはしごかけて、木に登って枝を払わーるんや
で。女の人でもほの仕事をしやーるんよ。もう、皆70歳超
えた人。皆若い時にしとかーるさかいにな。でも20年近く
はもうしてやーらへんかってんで。他へ勤めてやったで。
ほやけどほこを退職して、そしてやっぱり慣れた山仕事に
アルバイトみたいにしに来やるねん。昔してた仕事をちゃ
んと頭で覚えてる。んで、木に登って何でもしやる。

　６　枝打ち

　まず、今植林したーる山は木を全部切ってもうて、そし
てそこへ苗木を植える。そんで冬は雪が降るで、雪起こし
ゆーのをするの。で、今度は下刈り。幼齢木の時に草を刈っ
て、木に栄養がいくようにするねん。んで雪起こし、下刈
り、雪起こし、ばっかりしてずっと育てていって、15年く
らいたったときに枝打ちをするの。前は、なたを使って手
でみんなやってん。でも今はな、チェーンソーで全部。まっ、
ほれも一部の者だけやで。ほとんどの人はほんな物使わら
んでな。危ないで。
　ほんで、木に登って一本一本枝を打つんや。ほれが、地
面から４mのとこまで、枝を全部落とさんならん。ほれで
もまだ低いで。もっと行くとなると６mか10mくらい打た
んならん。山が好きな者やないとなかなか出来んやろうな。
山行っとるのが好きやさかいな。

　
　１本の作業をするのにかかる時間は、メートルによるけ
ど、６m 打つのにだいたい10 分。10分もかからんかな。
昔はもう、ぶり縄で全部上がった。縄で。大昔から使われ
てるさかい、どこまででも上がれるんやわ。ほの縄１本で。
ほんで下りてくるのも、縄１本で下りてくるんやわ。ほれ
ばっかりの仕事をしててん。んで今はな、はしごゆーのが
できたーんねやわ。

　７　長所と短所

　悪いところは雨が降ったりすると滑ったり、蜂やらに刺
されたりするとな、もうこんな仕事嫌になるなぁーゆう時
もあるんやわ。
　ところが、この仕事をしとって仕上がってくると、もの
すっごい汚かったとこが良くなってくる。ほれを見とると
な、また次も頑張ってせなあかんなぁって気持になってく
んのよ。仕事はきついで。きついやろ、汚いやろ、ほんな
もんお金は全然もらえへんやろ。でも、まぁ、趣味みたい
なもんやわ。ほういうのが好きやさかいな。ほんで出来る
んやと思うわ。
　ほうか言うて、生活は出来んとあかんでよ。皆が３時間
で終わる時、５時間働いたりしてよ、収入を得んとあかん
さかいな。

　８　つらかったこと

　あんな、車のとこから仕事するとこまではリュックを肩
に背負ってかんならんのよ。お弁当持たなあかんやろ、お

ぶり縄で木に登る藤本さん
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茶持たなあかんやろ。今年みたいに暑いと、水分をいっぱ
いとらなあかんで、お茶をいっぱい持って。ほて、ビニー
ルテープも大体１時間に１巻きを使ってしまうんやわ。ほ
やと、５時間くらい仕事しようと思うと５つくらい持って
かんならんな。１つ500gあんねやで。ほれを持って、背負っ
て登ってかなならんの。ほんで、肩で荷物を持って遠ーい
山へ行くのが一番つらい。行ってからはええわな。もう行っ
てもうたらな。
　この間、ビニールテープを10 ほど持って、お茶を２ℓと
弁当と、大体15kgをリュックに入れて登ったんや。歩くの
に２時間くらいかかったな。重いからゆっくりゆっくりと
しか登れへんわ。ほこまで行かな仕事が出来ひんからな。
ほれが一番遠かった。
　若い時は歩くことには何にもつらさを感じなかったけん
ど、年いってくるとやっぱり、だんだん遠い所まで歩くの
がつらくなった。足腰が弱ってくるで。まだ山仕事をずっ
としてるでさかい、普通の人よりは元気に登山でも出来る
けんどな。

　９　失敗したこと

　失敗したことは、やっぱり去年のことやな。猿も木から
落ちるゆうてな、油断しとるとパタンと落ちることがある
さかいよ。去年落ちたん。
　ほの時作業してたのが、たまたま石でガラガラのとこ
やったんよ。ほんで、はしごをギュッて刺して、で、木に
もたれさせるんやけど、ほの針金ゆうか刺さるもの両方に
ついてるの。ほやけど、片方が石でガラガラやったさかい、
ぐらついたんよ。んでクラッてなって落ちたんよ。
　ほれはちょっと油断やわな。初心に戻ってはしごをちゃ
んと木に掛けてせなあかんかってんな。やっぱり慣れが怖
い。慣れてくるとこうなるんやわ。初心に戻ってちゃんと
してやったらええねけど、このくらいどうもない思って、
ずっと上がった思たらひっくり返ってもうたんや。４m の
とこからな。ほれが一番の失敗やな。

　10　教わったのは

　山仕事を始めた時のほの先輩がぶり縄で木に登ってやっ
たんよ。ほれを真似して仕掛けて、ほれから自分でもっと
早く出来るように工夫をせなあかんなって思て工夫して、
今の掛け方になってんやわ。
　で、チェーンソーはな、初めは皆講習を受けたんや。全
部講習してくれやってん。昭和43 年頃に初めてチェーン
ソー使ってんわ。ほれからずっと50年近く使っとんねやわ。
ほの時は全部メーカーさんによって講習をしてくれやった
で、ほの講習は全部受けて。んで、私は若かったで代表で
泊まりがけでスチールとかほうゆう所へ行って、ほの傷ん
だ時の分解やら全部出来るように習って来たんよ。ほんで
皆と仕事しとって、傷んだら全部直したって、すぐに仕事
が出来るようにしたったんやわ。

　11　頭の中にインプット

　満足できる仕事が出来るようになるまでにかかった時間
てゆうと、自分一人でやっていこうかな思ったら、大体10
年くらいかかったな。山仕事ゆうのは段取りをちゃんとせ
んとあかんのよ。仕事の段取りを。今やったらな、寝とっ
ても、あーしてこーして、そっからあーしてこうするってな、
もう地図が全部頭に入ってもうたんよ。仕事に行くとこ行
くとこ、どういう木がどこにあるかって頭の中に入ったー
るねや。
　ほんでやっぱり山へ仕事しようかゆう者は、普段でも山
へ行くようにしとかなな。行った時にここに何がある、何
の木がある、自分なりにこれが目印やなーって。他の人に
はわからへんねやさかい、自分なりに気付けて目印を見と
かなならん。初めの頃は連れがぎょーさんいてたから、ほ
れと一緒に団体で行動しとったさかい滅多にはぐれること
はないな。ほーいうので、自分の行くのはあれやなって慣
れてもうてな。で、後は一人でどこへ行ってもちゃんと地
図ももろたら、だいたいここやったらこう行ったらええ
なぁってことがわかる。
　ほんでな、彦根犬上営林組合があるのよ。ほこの職員と
してやっていて、で、やめて、ほれからはもう全部自分一
人で仕事をしてきたの。ほこは900ha、1000haほど山が
あんねん。ほんで、これは何年に植えた杉の木ってゆうのは、
頭の中に全部インプットしたーるねん。自分が全部植えた
所やさかいな。前の山からどこから全部わかるんや。

　12　木は子供と同じ

　もう、木は子供と同じこと。植えるやろ。植えたら横に
それよったらあかんさかいゆうて、冬に雪が降って木がそ
れたらほれを起こして、で、また横いきよったら逆から引っ
張ったんねん。で、真っ直ぐに育てなあかんねん。垂直に。
根が曲がったり、ほういうのは商品価値がないようになっ
てまうでな。

　13　地域のために

　地域のために自治会長をずっと13年くらいしとるな。山
の方の家の。んで、全然収入はあらへんねやわ。小さい字

あざ

やけんどな、長年にわたってずっと多賀町のためにしとる
ねや。んで、林業振興委員とか、林業グループゆうのがあ
んねやわ。林業の山をどうにかして良くしようってゆうほ
うゆうグループ。ほこでずっと30年くらい研究して、滋賀
県中のほうゆう人らと寄っては、１年にいっぺん交流会を
するんやわ。
　あと、民生委員を長いことしててんで。各市町村にあるわ。
まぁ、ボランティア活動やな。６年間したわ。３年が１期
で２期務めたで６年。舛添大臣から感謝状もろたんよ。
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　14　後継者がいない

　若い子は全然山仕事に興味がないねやわ。外ばっかりの
仕事やもん。雪が降ったらあかんけども、雨が降ってもあ
かんし。１カ月の間によ、普通のサラリーマンやったら降っ
ても照っても、ずっと休み以外は勤められるけど。外の仕
事は頭で計画してても、お天気次第でストップして…。
　ほれで、生活の保障がないやろ、全然。自分が気張って
ほれだけの金額をもらわなあかんねやから。何か社会保障
があるんならええけども。ほーゆう会社やないさかい、自
分個人で山仕事を請け負ってしていくなや。組合の者とか
は違うけど、普通の山仕事をする者は全然社会保障があら
へん。
　ほんで若い子で山仕事をする人がいないの。なるべく山
仕事をしてくれはる方がええねけんどな。仕事は結構あん
にゃけどな。まず汚いやろ。汚いてな、ほこらのごみ集め
とかの汚さとは違う。山やさかいな、空気は美しいし。ほ
やけんど、木やらかまえたりするのと、きつい仕事がもの
すごくきつい。自分の息子でさえも、ほんなもんかなんっ
て言ってまいよんねや。ほんなきつい仕事は絶対にやりた
くないって。
　ほんでよ、今国が緊急雇用ゆうのをやってやるわな。緊
急にほの雇用の人らが来てやんねやわ。ほうかゆうて、ほ
の人らが山仕事をずっとしてくれやるかゆーたら、違うね
ん。半年間だけやねん。全然違う仕事についてた人らがほ
んな急に山仕事なんてできひん。半年じゃ全然できひんで。
　自分で退職して山のことに関心を持って、山仕事をしよ
うかなーって思ってくれやる人がいたら、ほりゃ一番ええ
と思うんやわ。退職金もろうて、年金もろうて、ぼそぼそ
と山のことをちょっとでもしようかなって思わる人がおっ
てくれやるとええんやけんど。ほんなもんきついやろ、仕
事が。なかなかできる仕事と違うで。
　本当は高校出て、すぐ就いてくれやるとほんまにええん
やけどな。ほういう人はいないわ。学校行ってほんな重労
働なことなんてな。今はパソコンやら使いながら収入を得
ることを考えるでな。やから後継者がいないやわ。

　15　今後の目標

　今後の目標は年が年やさかい、もうそろそろ引退したい
なぁ。ほやけんど、なかなかほの仕事をしてくれやる人が
いやれんさかい、引退はもうちょっと待ってくれって言う
てくれやんねやわ。ほんで、引退した方が自分でもええか
なって思ってもな、ここにじっとしとるのもつまらんし。
　やっぱりなぁ、山へ行くのが一番気持がええねやわ。足
腰が動く間は山へ行くわ。山仕事には定年がないでな。後
継者がいててくれやらんぐらいやさかい。若い人がどんど
んいやる職場やったら、引退せなならんけど。誰も後継者
がないで。

　【取材を終えての感想】

　しばらくの間お世話になるということで、最初の電話は
とても緊張しました。でも、なぜか私が電話をかけるとき
はいつも留守で、何回も何回も電話をかけたので、初めて
お話する時はあまり緊張しませんでした。
　書き起こしは大変でしたが、1 回目の訪問の時にたくさ
んお話を聞けたので、書き起こしの後すぐにまとめました。
そして 2 回目の訪問の時に、付け加えを少しとチェックを
していただいたので、思っていたよりもスムーズに進める
ことができました。
　私は森にはあまり興味を持っていなかったので、お話を
伺って初めて知ったことがたくさんあります。例えば、枝
打ち。枝打ちは枝打ち専用の機械で地上からサッサッサっ
て切っているのかなって思っていたら、実は１本１本木に
登って切っているとのことです。それを何十haという広い
所の木を全部やっているなんて本当にすごいなと思いまし
た。

氏　名：藤本　長雄（ふじもと　おさお）

生年月日：昭和 12年 4月 14 日　73歳
職　　業：森林作業員
略　　歴：昭和 29 年より林業に従事。昭和 38 年に彦根市犬
上郡営林組合の森林作業員に就職し、昭和 45 年に芹谷県営
林管理人に任命される。最近では平成 16 年に滋賀県農林水
産功労賞受賞、平成 18 年には叙勲（瑞宝単光章）受章する
など地域の森林育成に大きく貢献している。
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