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2018.5.27経済地理学会

震災前後の経営体数の変化

三陸沿岸漁業の復興と二つの自立モデル

（2008・13比較；漁業センサス）

青字：変化率％

― 追波湾沿岸の漁村から ―
高野岳彦（東北学院大）

＜目的＞

＜構成＞

本発表では，2011年大津波被災後
の三陸沿岸漁業の復興事例として，
北上川河口の追波湾に面する2つの
漁村をとりあげ，沿岸漁村の自立モ
デルとして比較考察することを目的
とする。

1）被災・復興状況
2）旧北上町大指集落：自家販売型漁村
3）旧河北町長面浦：少数精鋭漁村
4）二つの自立モデルと持続への課題

・使用するスライドの多くは，東北地理学会で2度にわけて使用のもの。
・今発表では，その後の情報整理と新たな論旨を加えた。
養殖漁家
半減

2013.8.27，広田

★2011大震災被害の特徴 … 大津波
… リアス海岸の
漁村では，ほぼ
10m以下※に
あった生産手段，
生活インフラが
破壊。

流失高

※場所によって15
〜20m

★影響 …漁民数の激減
・高齢漁家，副業的漁家 … 復旧投資あきらめてリタイア
・漁協組合員 … 正が激減，准へ転化

追波湾〜仙台湾
激減＝低地・外洋集落，

維持：段丘・内湾集落，

増加＝仮設住宅
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漁業就業者の年齢構成

沿岸漁業の復旧の特徴

（漁業センサス08〜13）

（岩手・宮城県計）

①共同化・組織化への契機
高齢層の大量
リタイア

… 共同利用漁船，「がんばる養殖」，
グループ補助金 … 「共同化」要件
⇒ 組織経営の育成

②漁協の指導力強化
後継各世代
の減少

⇒ 補助申請の事務代行，共同施設・
機械の漁協所有 ⇒ 漁協共販拡大
担い手層 ：
60代に集中

… 2つの相反的ベクトル

③漁業復興の特徴；農業と比べた
・農業の復興（仙台東部平野）
… 1ha圃場， 先端施設化， 多彩な受け手
組織
・沿岸養殖 … 震災前の現状回復が基本
… 農業のような大規模化・技術化は困
難 ⇒ まず被災前への「復旧」
・その要因 … 自然への依存度が農業よ
りもはるかに高い， 日々の海況にあわせた
個別判断が重要， 洋上作業も経験必要
⇒ 全自動植物工場のようにはいかない

④企業化・協業化 … 復旧初期に立ち上がって注目
を集めた少数の事例以降，新設は増えていない。

⇒近い将来＝10年内の継承の
如何が，漁村存続を左右

・旧十三浜村：
1010人, 49.6％

人口減少

・逆に，復興補助期間の終了後は（一部は終了前から），
元の個人経営へ戻る例が大勢

宮城県漁協の経済事業取扱額

・旧大川村：
1313人，54.8％

（2010〜15）

… 共販の大半を占める養殖品の金額は震災前に回復。
・旧雄勝町：
2973人，74.4％
↓復興需要
・女川町：
3717人，37.0％

増減数
・旧鳴瀬町：
3135人，28.9％

⇒漁家の少数
精鋭化

・旧荻浜村：
365人，35.0％
・旧牡鹿町：
1873人，43.3％

※宮城県郡部
平均：3.2％減

・減少数，率

⇒正組合員減少の
一方で，1人（戸）あ
たりの販売額は
増加

… 持続性へ
の希望
・年度別。宮城県漁協「業務のご案内」各年版により作成。
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担い手減少に対抗する２つの漁村
①自家販売型漁村
＝大指（旧十三浜村）

大指の住宅地図
（2008）

②少数精鋭型漁村
＝長面（旧河北町）

〇〇商店，
〇〇水産
・名前記載の住宅：42件
・商店，水産 … 7件

★

←流失範囲
＝15m以下

大指

漁業をやめ
て加工販売
に専念

★ 長面

大指湾

旧北上町大指（おおざし）
震災
被害

営んだ・主とする漁業種類別経営体数

・津波遡上高：18m
・谷底の14戸，工場，施設は流失
・死亡：1人（養殖漁家）

震災後

震災前

・経営体数：18

・経営体数：26

・個人経営体：16
・会社：1
・生産組合：1

・個人経営体：23
・会社：3
・段丘上の家は
無事 … 昭和大
津波後に移転

2009.11

昭和津波時
の集落

100m

・経営種目
・主：ワカメ,
ホタテ養殖
・副：コンブ
養殖
＋ 採貝採藻

・主力のワカメ
養殖をいち早く
復活
・他種目の再開
に遅れ。

・養殖施設 … すべて流失
・漁船 … 大半流失，破壊
※定置網の船8隻は沖に逃れる。
2011.4

100m

個人経営体
会社
生産組合

23
3

16
1
1
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年齢別漁業就業者数

自家販売増加のヒストリー

販売金額別経営体数

・養殖ワカメの本格化は，チリ地震津波
（1960）の後。
・当初はみな「自家販売」だったが，生
産量が増えたため漁協共販に移行。

・500万円以上経営体の割合（2008）

・60代以上がリタイア

… 宮城：45.9％，岩手：29.8％

・30〜50代が多く，リタイアも少ない。

⇒ 大指は生産力の高い経営体が
集まる漁村。
・2013年も，回復不十分ながら，半数
以上が500万円以上を確保。

漁協組合員数（2010〜14）

・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氏に対して，
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倍の値で売れる。

・他方，買い付け業者の間で十三浜の
ワカメの品質の良さが評価されるよう
になる。

・このことは集落内に知れわたり，各戸
とも自家販売先の獲得に注力。

・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，取引き業者か
ら得る。

・1980年頃はまた，自家冷蔵庫が普及し
始めた時期。

・もちろん淡水が濃すぎても良くない。
… 大指付近が最適との評価。

・冷蔵庫の普及により，収穫したワカメを
ストックしておいて，需要に応じて加工・
出荷できるように。

・支所管内 … 正：31減，准：13増
・大指 … 不変（正：28，准：10）

・ワカメの収穫は3・4月の2ケ月に集中。

⇒ 自家販売が集落の伝統に

集落の有力者にヒアリング

出荷先別のべ経営体数・率（2008）
大指

雄勝

・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。

K水産

・〇〇商店も，（株）〇〇も，個人名の家も，
家族＋パート数名の経営形態は同じ。
・養殖が主で，冷蔵庫と加工場を所有。
・養殖をやめて加工専業になった人，他
から来住した加工業者が各1件。
谷川浜

・宮城県は自家販売先のある経営体率が高い。
… 全国平均でも12.0％
・分布をみると特異的集落が ⇒
・大指もその1つ。

自家販売先をもつ
経営体率（2008）

網地
UK（株）

T食品
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追波湾

北上川

2009.11.04

旧河北町長面

営んだ・主な漁業種類別経営体数

販売金額別経営体数

漁港

震災前

・零細経営
が多数

・長面，尾の崎の2集落
・2010国調
・長面：137世帯，506人
・尾崎：52世帯，178人

長面

尾崎
↑漁協支所,
共同施設

・西側に圃場整備農地

漁業就業者の年齢構成

長面浦

⇒大半の世帯が農地
を持つ農業集落

・震災前 … 主種目：かき養殖

農家 土地持非農家
・長面： 71
35
・尾崎： 24
14

（長面浦），刺し網（追波湾）
・零細経営が多数
・漁業就業者は既に高齢化。

（農業センサス2010）
500m

Google Earth

・漁業経営体数：25
（長面・尾崎計）
（2008漁業センサス）

・漁場： ・長面浦 … 区画漁場（長面，尾崎分），共同1種
・追波湾 … 共同1・2種
※長面浦内に筏が100台

・震災後 … 漁家減少，零細経営が持続
・主力だった50・60代が多数リタイア
⇒ 65〜74歳が大半に＝超高齢化

2011. 3.19
現況（2017年秋）

震災

現地ヒアリング

〇正組合員17名

・大津波ですべて全壊
・農地はすべて浸水・耕作不能
・漁協支所，共同施設は破壊
・漁港インフラも破壊
・人的被害（死亡・不明）：
・長面： 103（20％）
・尾崎： 12 （6.7％）

長面

正・准組合員数

尾崎

… 正組合員が63から17に激減

・養殖10戸のカキ台数

・住戸は15km離れた仮設住宅へ
・2017年度，本設復興団地へ

2集落の特徴

⇒元の集落は 「非居住漁村」に

国土地理院

・長面浦 …カキ筏は，奥側の30台ほどを除いて破壊
・浜堤が消失して外洋に直結 ⇒ 海水流入環境が大きく変化

・長面 … もともと世帯
数が多く，1戸あたり筏
台数は限定的。 農業
と雇用兼業とあわせた
多就業で生計維持。
⇒ カキ養殖は「多就
業」の一部門

・尾崎 … 追波湾の
刺し網（秋サケ）と
長面浦の養殖をあ
わせた漁業主業の
世帯が多数
＋ 自家農業

・長面5戸 … 7, 7, 4, 4, 2台
・尾崎5戸 … 20, 17, 12, 10, 7台
・7台以上 … 手伝う人あり
・後継者の参加 … 3戸

・漁家の減少 ⇒ 従事者を確保した
漁家に台数を多く配分。
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※宮城県漁協河北支所。
漁家は長面・尾崎のみ。
共販品は養殖カキのみ。

共販量・額の推移

生産者激減の
一方で，販売額
は回復

将来への継承

「長面浦カキ」の評価の高まり
・震災前，長面浦のカキは出荷量が少な
くて，少数の業者にしか回らず，市場での
認知度は低かった。

震災前：
むき身のみ

←広島産不作
で単価上昇

処理場破壊，
むき身停止，
殻付き増加

・OH家のほか，２家で後継者が高齢
世帯主を手伝っており，
・他に2,3件で，後継者の就漁の見
込みあり。

・震災後， 「松島さかな市場」の業者が，
品薄になったカキを探して訪れ，残って
いたカキを殻付きのまま買い付け。

・OH氏によれば，長面は漁場は狭くて
も，内海と外洋がコンパクトに揃う。

・それが人気を博す。 … 内湾のカキは
身がソフトで殻も薄く，速く焼けるので，
店頭出食とカキ小屋用に最適。

・それぞれの資源状況をよく理解して
利用すれば， 5・6人いればフル活用で
きるという。

・共販入札でも，同じ業者が高値で購入
するように。
←むき身再開

⇒ 「少数精鋭化」の可能性

… 「少ない」ことが逆に「認知」度に
・2014年から，宮城県漁協が，殻付きカキの
ネット受注システムを構築して販促支援。

※1970年頃は，同じ資源量を
100人もの漁家でシェア！

・「長面浦牡蠣」をその1つに組み入れ。
↑高価格の買手が現れる

基幹漁家OH家
震災後，経営規模を倍増

震災前
・現世帯主のOH氏は，学卒後，勤めを
経て，30歳の時に自家漁業を継承。
・当時は漁家数が多くて，養殖は3台
程度。刺し網 ＋ 天然かき採取が主。
・海が好きで，経験・学習を通して，長
面浦と追波湾の漁場環境を知り尽く
すように。
・刺し網 ＋ カキ養殖 ＋ 天然採取の操
業スタイルを確立
・基幹漁家の1人に
・自家農地（8反） … 全面委託

震災後
・漁家減少し，養殖区画に多数の空きが
生じる。
・勤めをしていた後継者が就漁を志す。

・それにより，東京，仙台の飲食店に新販路。

担い手急減時代を前にした沿岸漁業の持続モデル
（2）少数精鋭化型

（１）自家販売型

⇒ かき台数を7台から20台に増やす。

… 確かに「先端的」な面はある。

・養殖カキ ＋ 刺し網の経営モデル

・しかし，同じ海を利用しながら，
漁協の共販と対立的

・今後，どの漁村でも「少数化」は不可避。
・しかし「少数化」は，必ずしも「衰退」ではなく，
資源の持続利用と生産性の改善を伴う「精鋭
化」の契機でもあることが明らかに。
※養殖ノリのように，既にそうなった種目も。

・刺し網の主力は秋サケ … 2ケ月
の短期勝負
・サケの回遊数は変動するが，不漁
の時は他の魚を狙う
・不安定だが，資源を熟知すれば，
収益は大
・養殖は作業期間が長くて手間が
かかるが，収益は安定
⇒水産物の販売額は震災前の３倍増

・売れ行きが悪い時だけ漁協共販
に頼る ⇒ 漁協からは不評
※ 宮城県「水産復興特区」の
認定会社として注目を集めた
「桃浦かき」では，集荷範囲，商
標使用をめぐって混乱も

・今後の
課題

・そのためには …
・生産面 … 設備・技術面での合理化もさること
ながら，長年の操業経験に根差した地元漁場の
「環境知」が欠かせない。その世代間継承が重要。
・販売面 … 個人能力が評価される共販価格形
成の工夫が必要 … 個人別入札，浜ごとのブラン
ド化戦略

… こうした視点から，これまで見落とされてきた小規模
漁村の「復旧モノグラフ」研究を積み重ねる必要。

