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自家販売型養殖漁村の形成と震災復興
－ 十三浜大指
大指（おおさし）集落 －
高野岳彦 （東北学院大）

・この統計を用い，「漁協の
市場及び荷捌き施設」から
「系統出荷率」を算出し，
・それ以外を「漁協以外の出
荷先」として，漁業地区別に
分布図化 ⇒

漁協以外の
漁協以外
出荷先別
経営体数

・左図 … 岩手県では系統
の力が強く，宮城では，牡鹿
半島付近で，系統出荷率が
低い地区が目につく
・右図 … 系統外の出荷先
・牡鹿半島や志津川湾で
「流通・加工業者」，
・十三浜，雄勝，網地，渡波，
松島，七ケ浜で「自家販売
自家販売」
自家販売
※「漁業地区」：大合併前
の沿海地区漁協の範囲

・「漁業センサス」2008年版では
出荷先別のべ経営体数」が新設
「出荷先別
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青字：自家販売
自家販売
漁家率40％以
上の集落

↓岩手，宮城，全国の数値と構成比％

・以下の ８区分で表されている：
①漁協の市場・荷捌き所
②漁協以外の卸売市場
③流通業者・加工業者
④小売業者
⑤生協
⑥直売所
⑦自家販売
⑧その他

大指18/26

網地

・一般に「漁協以外」の出荷は，漁協に
とっては手数料収入の減少になり，漁
協地区をあげて系統外の出荷に取り
組むようなことは，多額の投資が必要
な魚類養殖は別として，海藻類や貝類
の養殖では考えにくい。
⇒集落ごとに異なる可能性

雄勝
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計＝漁業経営体数（実数）

・漁業センサスが対象とする「漁業経営体」の
大半は沿岸漁家で，三陸では養殖漁家が多
数。その出荷形態は漁協共販
漁協共販が大半。
漁協共販
・一方，三陸沿岸で調査する中で，岩手県南の
ある漁協で，「宮城に行くと売り先が多いのが
驚き」という声を耳にした。

十三浜

・そういう目で上の表をみると，確
かに岩手では漁協に出す割合が
圧倒的であるのに対して，宮城で
は流通加工業者と「自家販売」
の割合が，全国と比べても多い。

大谷川10/10
谷川
14/17
大泊2/4

網地26/36

・試みに，石巻以北の宮城県内の漁業集落
の「自家販売」漁家
「自家販売」漁家の割合
「自家販売」漁家 割合を算出してみると，
割合
40％を超えるのが，唐桑の鮪立と，左図の青
青
「自家販売特化型」漁村
字の集落。 ⇒「自家販売特化型」漁村
・「自家販売」は，震災後に政策的に推進さ
れている「企業化」や「六次化」の先取りか
とも想像されるが，実態はどうか？
★本発表では，旧北上町の大指
大指（
大指 おおさし）
集落をとりあげて，「自家販売
自家販売」型漁村
自家販売 型漁村がど
型漁村
のように誕生し，震災を経てどのように復興
しているか，中間報告する。
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★実は，震災後，メディアに登場

・出荷先別延べ経営体数

する旧北上町の漁業者は，す
べて大指集落の人。

・年齢別 漁業就業者数

漁 協
25
流通･加工業者 2
小売業者
1
生 協
1
自家販売
18

・どうしてそんな集落ができた
のか，また漁協十三浜支所管
内ではどうみられているのか，
に関心。

・基幹的従事者の
年齢別 経営体数

・専兼別 個人経営体数
専業
7
自営漁業主 12

・後継者の有無別
経営体数

（水産加工兼業 7）

自営漁業従

4

（水産加工兼業 3）

あり 10
なし 13

★漁業依存が高く，若年層が非常に多い漁村

大指集落
大指
・漁業ンサス（2008）の諸数値

・旧十三浜漁協
（現支所）管内

2011大津波の被害
＜陸上
陸上＞
・遡上高：18m
陸上
・谷底の14戸，工場，施設は流失

主な漁業種目別
経営体数

・漁業経営体数：26

・死亡：1人（養殖漁家）

・個人経営体：23， 会社：3
・漁業種目別経営体数↓
※残った家は
30mの段丘上。
明治・昭和の
津波で移転

2009.11

※十三浜は，養殖ワカメの良質産地として，早
くからバイヤーに定評。大指はその中心集落

100m

＜海上
海上＞
海上
・養殖施設 … すべて流失
・漁船 … 定置網の網船7隻
沖出しに逃れる。
2011.4

100m
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震災後の変化と復旧状況

漁協組合員

養殖の経営規模

★正組合員が支所
全体で31人減のと
ころ，大指は不変。
★養殖漁家が減って，養殖
施設数も総量では減った
が，1戸当あたり養殖規模
は大幅増。

・漁業をやめて加工・販売に
専念するようになった業者も

十三浜支所
の諸数値
・1年生のワカメ，コンブは
2012年に復旧
・ホタテは2013年に復旧
・カキ減
・ホヤ増える

★こうした大指
大指の生産力と回復力の背景に
大指
あるのが，「自家販売」の伝統
⇒大指
大指の養殖業の歴史について，地域の有力
大指
者にヒアリング
・漁協支所実行委員長Ｓ氏
・T食品社長 … 自営漁業＋自家販売。自家販売
率10割。復旧リーダーの1人
・K水産社長 … 水産加工専業
・UK （株）社長 … 被災漁家4戸で設立。自家販
売率は半々。

UK（株）

K水産

・基本は家族経営。息子が海上，世帯
主と女子が陸上＋ パート若干
・震災復旧を機に，UK（株）のような
被災漁家による会社が3社誕生

T食品
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・３者に同じ質問，ほぼ同様の回答を得る

Q：販売開拓の方法は？

Q：自家販売はどんなふうに始まったの？
※「北上町史」によれば、

・昭和30年代に，養殖ワカメが導入される。
当初はみな「自家販売」だった。
・その後，生産量が増えたため，漁協の共販
に移行。
・そのうち，十三浜のワカメの品質の良さが
専門業者の間で評価されるようになる。
・鳴門のワカメ業者も視察に来るようになり，
高品質の要因は，北上川が運ぶ養分では
ないかとの指摘を得る。
・ただし，ワカメの成長は，河口に近すぎても
淡水の影響が強くてよくなく，河口から一定
の距離が必要

・ワカメ養殖は女川湾で1953年
に成功し，三陸各地へ導入
・十三浜漁協へは1959年。
・翌年のチリ地震津波で頓挫し，
1963（昭38）年に復活。
・垂下式から水平式に改良され，
経営体が増加。
・1973年の188経営体がピーク。
・その後，価格低迷で半減

⇒ 大指産が最良質との評価。

・長い年月をかけて口コミで開拓
・どこに売っているかは各戸の秘密。
・複数戸の共同出荷は基本的になし。
・こうした結果，生産量に対する自家
販売の割合は，10割からごくわずか
まで，各戸いろいろ
Q：顧客の属性は？ … UK（株）
・個人名が多いが，塩蔵ワカメは中間
原料であり，10キロ単位なので，中間
業者が多いとみている。
・共同購入して近所で分ける人も。
・スーパーからの受注も若干。
・出荷先は関東が主。

Q：自販ルートは復興を
促したか？
・顧客からの応援が励み。
・来訪したボランティアを通して
販路拡大
・T食品 … 8割回復
・UK（株） … 自家販路の3分の2
が震災後に増えた顧客。
⇒販売開拓の経験と独自ルート
が，売上げの回復を可能に
・T食品 … 戻らない2割の顧客
には，風評を気にした個人客と，
西日本のバイヤーが多い。

※自家販売はワカメとコンブ。
ホタテは全量共販。

・こうした中で，1980年頃，大指から石巻に進出していた海産物
商からT食品に対して，各地の物産展への出品を求められて参
加することに。 すると，共販の2〜3倍もの単価に。
・この自家販売の有利さは集落内で知れることになり，
各戸とも自家販売ルートの獲得に注力。
・折しも，当時は自家冷蔵庫が普及しだした時期。
・ワカメの収穫期は3・4月の2ケ月間で，作業が集中。
・冷蔵庫の普及により，1年分ストックしておいて，需要に
応じて出荷できるように。
・T食品はこの後、自家販売を拡大して売上を増やし，
1986年に会社化。
・同社のカレンダーには，隔週ぐらいの頻度で全国に出
張販売の予定が。。

考察1：「六次化」の先進事例か？
・中間加工品とはいえ，自ら加工場
をもち，市場より相当に高い値段で
顧客に直販している点では，「六次
化」の先進事例といえる。
・「宮城」でも「三陸」でもなく，「十三
浜ワカメ」の知名度を高める役割も。
・その前提には，震災前から専門業
者間で定評ある「産地銘柄」として
認知されていた。
⇒ どの浜でも簡単にまねできるも
のではない

考察2：「めざすべき」という意味
での先進事例か ？
・漁業権管理者である漁協との
関係は芳しくない。
・系統外分の減収を補うため，施
設規模（本数）に対して，一定の
「協力金」を課すことに。
※これをうけて，T食品では，気兼ね
なく自家販売を10割にまで拡大。

⇒漁協との関係が微妙では，
全域的な展開は難しい。
・中間原料ではなく，加工度を高め
た商品の開発が必要。
・T食品では，県の復興補助を受け
て商品開発。しかし「単価」が問題
⇒付加価値製品の開発にこそ，
漁協系統の力を！

