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Ⅰ．要旨 

 

 東日本大地震・津波は、青森県・岩手県・宮城県・福島県を中心として、広い範囲で人

的・物的被害をもたらした。もともと三陸沿岸域では過疎化や高齢化が進行していたとい

われているが、被害の大きさを鑑みても、復旧・復興までに時間がかかることなど種々の

要因から、人口減少や高齢化が加速化していることが推察できる。住宅高台移転等の議論

に中心が置かれるがあまり、高台移転後の従前地利用活用策など、産業面・生産面からみ

た実証的な振興策や復興策が具体的に健策されているとはいいがたい状況があるなど、地

域が抱える諸課題を巡る議論が復興過程において噴出している。 

 震災前より、青森・岩手・宮城・福島県は海面漁業の漁獲量合計は全国の 14.4％(598,850t)、

海面養殖業では統計数値が公表されていない福島を除くと全国の 25.4％(304,329t)を占め

ており、漁業および背後の水産加工流通業は地域の重要な産業であり、全国的にみても優

位な割合を占める(農林水産省 H21 海面漁業・養殖業生産統計)。本研究の主対象地域には

岩手県宮古市を選定した。宮古市の宮古港(重要港湾)は、江戸時代に南部藩の藩港として指

定されて以来、岩手県内でも最も古くから拓けてきた。また近世の幕政「俵物・諸色」制

度により、岩手県内の沿岸域水産物が、清国との貿易物品として使用されており、周辺沿

岸域で漁獲されたアワビなどの水産物が集荷され、宮古港から江戸・仙台・函館などの遠

隔地港まで移出されてきた経緯がある。震災前は、岩手県内におけるサンマ陸揚げ量は宮

古港が最も多く、また港湾背後には多くの水産加工場が控えるなど、町の基幹産業は水産

業(漁業・水産流通・水産加工業)となっている。宮古港を中心とする市街地を「水産都市」

と呼ぶならば、周辺の「漁業集落」との密接な機能的連携があり、その機能的連携を保持

しつつ、各地域に生活圏や経済圏などの圏域が形成され、現在の宮古市が成立してきた。 

 本研究では、地域が有する固有の特性に基づく地域政策や、優先的振興策を模索するた

めの、一手法を提案することを目的とした。まず、地理的環境、また港湾・漁港の拡大な

どの社会資本整備、また漁獲量の増大など産業、人口変遷、生活圏の拡大など、水産・海

洋の観点からみた集落の形成や維持に関連のある史的事実を精査し、都市・周辺集落の形

成・維持に関連した変遷表をまとめた。特に幕藩体制により中央政府が全国的統治を果た

すこととなった江戸時代から現在までを主眼とした。次に、まとめられた変遷表の要素間

因果関係を通して解明できる、各圏域の範囲および機能的連携、地域が有している固有性

を、まとめられた変遷表の要素間因果関係(オペレーションズ・リサーチの定法である因果

ループ構造)等から解明した。 

 その後、宮古市が提出している『東日本大震災復興計画』(2011)や『宮古市総合計画』、

『宮古市経営方針』などを参照しつつ、抽出した固有性を持つ圏域がそれぞれ採用すべき

地域政策や優先的振興策を、水産・海洋を利用して生活基盤を成り立たせている水産業を

中心とした生産主体者に対するヒアリング調査を通して具体的・実証的に考察した。その

際には、1993 年に起こった北海道南西沖地震・津波で被害のあった奥尻島の復興過程にお
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ける課題の抽出を参考とした。最後に、今後予想されている東海・東南海地震・南海トラ

フ地震で大きな被害が予想される三重県尾鷲市を主対象に、沿岸域の政策のあり方や振興

策について若干の考察を加えた。 

 

 統計資料および地域形成史の精査から、宮古市沿岸部は、北から田老管内、宮古管内、

重茂管内という 3 圏域から形成されている。水産・海洋の観点からみると田老は水産比率

の高い市街地を抱え、宮古は V 字形港湾を抱える水産都市、重茂は漁家率が極めて高い漁

業に特化した地区と位置づけられる。各集落や都市間の交流が海路により行われてきたこ

と、また水産都市の水産物集積・分配機能、周辺漁業集落の生産機能といった圏域ごとの

機能と交流という、現在にも通底する構造を読み取ることが出来た。多様な要素間因果関

係・構造を中核的構造として都市や集落が形成・維持されてきたこと、また現在の社会構

造を構成する中核的な構造を担った構造であることも明らかとなった。解明された要素間

因果構造から考えても、優先的施策として宮古市が掲げる「活力に満ちた産業振興都市づ

くり」から序列づけられた施策展開をとっていくことが望ましいと考えられた。 

 昭和 8 年の三陸大津波からの地域復興を民俗学・地理学的手法を通して検証した『津浪

と村』(山口弥一郎:2011 復刊)には、重茂管内に房州(千葉県)から季節的に来漁する納屋があ

り被災したこと、また静岡方面へ建網に出漁中であり津波被害から免れたこと、また復興

の際に漁業だけでなく、主要産業の 1 つであった炭焼きを行うため、福島・宮城・岩手な

ど他地域からの人口流入があり地域が復興されてきたこと、汽船を利用して関東方面の製

糸工場へと赴く複数の女性に関する記述がある。また宮古市の鍬ヶ崎を開拓した山根一族

は元亀年間(1570～1573)に「紀州」から移住したと伝えられ、山根町にその名が残る。今も

地域の漁業祭などで信仰を集める熊野神社は、もと山根一族の氏神として祀られ、2011 年

の震災では避難所ともなった。さらには、南部藩や仙台藩が「紀州」から漁業者を招来し、

カツオ節生産技術を伝授された史的事実もある。このように、三陸沿岸域には、海路が結

束した人的・物的ネットワーク・交流がみられる。現在でも、宮古港や田老漁港の水揚げ

があると、気仙沼市や釜石市など三陸沿岸遠隔地から水産加工業者、流通業者が集まり、

また北の岩泉町小本浜漁業協同組合の漁船が田老漁港に水揚げする例もあり、重茂管内の

水揚げは南の山田漁港等で行われることもある。漁船の無線修理・整備などを地元だけで

はなく、大船渡市の会社へと依頼するなどの例もある。 

 宮古市には、少なくとも明治時代以来続いている水産加工会社や菓子屋、旅館、魚屋、

衣料店など多く存在する。工場や店舗が被災し、一時は諦めようと思ったが、お客さんや

従業員からの声、またボランティアや行政・NPO など様々な支援を受けるにあたり、再建

の判断を下したという声を複数得た。復興しなければ「ご先祖さま」へ申し訳が立たない

という声を聞き、また震災を契機として後継者の UI ターンがあったという結果も得た。過

去の震災復興の際には、「家系を守る・絶家を免れる・家を継ぐ」意識から、亡くなった

家督相続者の代わりに、縁戚者を中心に全国から相続者を選定する積極的な活動が行われ
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たという記述も多数みられた(『津浪と村』)。 

 

 海路による流通・運送業が古くから盛んな「商業の街」である宮古管内では、被災を免

れた市街地近郊には、道具・施設類の保管などに用いられる土蔵が多く見られた。古くか

ら、土蔵の周辺には格子状の垣・柵を張り巡らせ、津波が来襲しても引き波で施設が流さ

れない建築技術が工夫されていた。また、岩手県内で近世初期から文献に名前の残る閉伊

川(宮古川)・津軽石川(南部藩の主要サケ漁場)で漁獲された「南部鼻曲がりサケ」は、現在

でも岩手県の河川サケ漁獲の 20％を占める(岩手県農林水産部水産振興課,2010)。このサケ

を利用した「南部鼻曲がり鮭料理」、「はらこ飯」、「鮭の親子ずし」、「サケの氷頭な

ます」など、伝統的な地域食文化が生まれている。 

 内陸部の川井・新里管内は養蚕業が盛んであったことから「オシラサマ」信仰があった。

また各地域で「念仏講」や「庚申講」、「百万遍」などの複合信仰・念仏成就に対する共

同体的結組・祈願が行われてきた。各地で庚申講碑などの石碑が残存し、宮古地域だけで

も 2,000 体を越えることが確認されている。宮古地域では南部藩の外護があった曹洞宗の寺

院が多く、檀家も多い。また、宮古市街地に「口寄せ」を行う「イタコ」が多く存在し、

各地域へ出向き、農業の五穀豊饒、漁業の安全祈願や大漁祈願が祈られた。明治時代まで

は背後の北上山地で活動を行う修験者がおり、イタコはその妻であった(ヒアリング結果)。

明治 5 年、修験禁止令が発布され、修験道は禁止された。明治時代以降、西洋化・近代化

の推進が行われる過程で、例えば「家船」集団や「サンカ」集団など、民俗学の見地から

研究対象に扱われる全国の沿岸域・内陸域を漂白した民や集団が、その姿を消していった(沖

浦和光など)。これらの民俗的習俗や集団を、沿岸域・内陸域を問わず各地域の社会・文化

を構成してきた要素と捉えるとすれば、長期的な史的変遷の過程で姿を消していった、ま

た消えつつある文化的要素は現在でも少なくないと考えられる。宮古地域でも、2000 年代

前半に、最後のイタコが亡くなって以降は、神社の神主により同様の祈願祭、漁業祭が行

なわれている。 

 防波堤や旧型のテトラポッドなど、昭和初期よりユニークな技術が使われた漁港を抱え

る重茂管内では、「ホンケ・カマド関係」(本家・分家関係)など、都市部に比べると土着的・

民俗的な地縁・血縁関係が現在でもみられる。漁業に特化し自給的な小規模農耕がみられ

る半農・半漁地域であり、高齢化率は圏域内では低く、岩手県下でも若年層が多い「漁業

先進地」・「独立王国」である(ヒアリング結果)。震災では各集落が孤立化し、外部との連

絡を遮断され、死亡者も出た。そのため重茂漁業協同組合は、震災後、漁船乗り合い・協

業化などによる漁業復旧、また関連施設の復旧、居住地の高台移転を進めると同時に、タ

ブレット端末を組合員に配布し、平時からの情報の共有化を図るシステムの構築を始める

などの「先を見越した」投資が行われている。狭小な低所部・狭隘な山間地に存する、昔

から漁業に特化した地域であり、常に堅実な先行投資(養殖漁業の導入、合成洗剤の使用禁

止や植樹活動など)や安定的経営が行われる風土が醸成されており、機動的かつ唯一的な復
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興活動が行われている。 

 「津波太郎」とも呼ばれ、過去に何度も津波の来襲で甚大な被害を出した田老管内は、

津波が来襲すると被害は甚大だが、外洋性の湾口にあたり、その海洋環境はワカメ養殖・

アワビの増養殖などに最適であるという結果を得た。漁業者ではなくとも住民に「恵みの

海」という意識は強く、アワビ・ウニのシーズンでは、家族総出で漁業の手伝いを行い学

校が休校となった話を聞いた。またサバ・アジなどをコンクリート袋一杯にもらい、住民

で分配するなど、自家消費行動もみられ消費率も高い。ウニ・アワビなど磯根資源だけを

漁獲し、陸(オカ)の仕事を専業とする住民(兼業漁業)も多い。昭和 8 年の津波被害後、当時

の村長の関口松太郎、また漁業生産組合では山本徳太郎などが中心となり、「100 年の大計」

(地域計画)として低所部の市街地区画整理、防潮林の育成、現在では「万里の長城」と呼ば

れる防浪堤の建設が決定された。当時から集団高台移転の話が出たものの、自動車の少な

い当時は漁場への距離が遠いことや、また周辺の高台部が岩盤質であることもあり技術

的・予算的に困難を極め、高台移転案は採用されなかった。戦後の防浪堤建設後、高度経

済成長や人口の増加とともに、防浪堤内陸側から、沿岸の漁港側へ住居群の拡大が進み、

漁港の埋立・拡張整備とも並行して防浪堤の延伸・拡張整備が行われた。その過程で、狭

小な沿岸部に拡充の余地がなかった宮古管内の水産加工工場他が集積された、水産加工団

地が形成された。2011 年の震災を受け、高台への集団移転が約 80 年越しに決定され、他に

も低所部背後の嵩上げ(商店街・居住区など)、防浪堤の嵩上げ等が決定されている。広大に

被災した沿岸部近郊の低所部は災害危険区域に指定されたものの、その活用方策等は明確

化されていない。宮古市の居住意向調査では、地区人口の半数近くが田老地区外に転居を

希望する結果が出ており、復興過程において、集落の小規模化・高齢化が進行している。

震災から 2 年が過ぎようとしているが、一向に先の見えない苛立ち、また若年層の雇用を

求めても求人がないこと、また従業員の雇用を守ることや日々の暮らしに追われているこ

と、まちづくり復興協議会で議論することも精一杯であり、「この 2 年で疲れた」、「震

災前、合併前から地域の問題は変化しないままで、震災を契機に多数の住民が一気に離れ

ていった」という声が多数聞かれ、住民の疲労度や焦りは高まっている。 

 

 1993 年北海道南西沖地震・津波で被害のあった奥尻島の復興行政担当者へのヒアリング

を行った。「ソフトとハードの側面から、とにかく産業振興・地域経済のことを考える必

要がある。特に奥尻島ではソフトの議論が足りなかったと考えている」、「震災からの復

興時には、水産物の付加価値を高めたかった。加工業はどうしても手作業が必要になるた

め、雇用の受け皿として有効な産業である」、「近年の 20 年ほどで、水揚げが半減してい

る。高齢化は顕著だが、儲けている漁業者は奥尻島で数人は見られるし、なおかつ若い」

などの結果を得た。復興の際には特に産業振興に関する議論を醸成する必要があり、地域

の文化を存続させる、また地域の伝統を継承するなどの意識は、集落維持・安定に結びつ

く史的担保に基づいた産業振興の議論を中核とした議論に収斂されるべきであると考えら
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れる。奥尻島では復興需要に伴って建設業へ雇用が進み、復興後の漁業者数、また水産加

工会社数が激減した。人口の減少は下げ止まらず、漁業協同組合の合併、観光客の減少、

外来イカ釣り船が本島側へ移るなど、震災を契機に社会構造が激変している。公共事業の

縮小から建設会社も合併・減少している。 

 宮古市でも高齢漁業者の廃業、引退という声を聞いたが、漁業の後継者育成や水産加工

会社の雇用維持に関して、ガレキ処理作業等の特例措置と同等の待遇を考慮する必要があ

る。宮古市における水産加工関連事業所は 48 あり、各事業所の地域雇用者は最盛期で 80

名ほどの規模となる。短期雇用者(女工・パートさん)の平均年齢は 60 歳ほどと高齢化が顕

著であり、若年層は中国・東南アジア人の水産実習生がほとんどである事も聞いた。また

統計資料上は明らかにはならないような、このお母さんじゃないといつもの味が出ない、

売れないと言われる高度な技能・技術を持った加工マイスターが存在しているという結果

を得た。水周りの作業なこともあり、どうしても俊敏性に欠けてくる高齢化は、このよう

な技能・技術の伝承にまで波及を及ぼすことを聞いた。高齢者の健康を維持する医療・福

祉政策は重要であるが、高齢者だけではなく若年層の雇用を如何に確保し、また技能・技

術を伝承してもらうかといった産業育成も極めて重要であると考えられる。また仮設住宅

における高齢者の孤立、家族労働で子どもを預けることのできる人がいない(孫を預かる高

齢者がいない)などの問題が発生しており、「都市部」対応型仮設住宅の間取りでは、対応

できない場合がある。また放射性物質の検出や風評被害がいつ発生するか非常に心配であ

るとの声も聞き、代替流通チャンネルの確保をサポートするような施策も望まれる。漁業

者の減少は必ずしも生産量・金額の減少を意味せず、1 人あたりの海面利用面積・範囲は広

くなる。しかしながら、漁獲物の安定供給が担保される重要な要素は、史的形成構造から

考えても、背後の安定的な加工力・流通力や、また市場への利便性、安定的な需要・消費

量であると考えられる。震災前から、他三陸沿岸部の背後水産加工力に比べても、宮古の

加工力は低く(宮古市水産加工流通業復興計画より)、「どうしても気仙沼や女川など仙台に

近い沿岸域がうらやましく見える」というヒアリング結果も得た。復興の遅れや外来船の

減少、廃業、建設業など他業種への転職など、震災を契機とした漁業・水産加工力のさら

なる弱体化が進む可能性がある。 

 奥尻島におけるヒアリング結果や過去の三陸震災復興からも推察されるとおり、地区の

まちづくり、地域計画・政策に対する長中期・具体的なビジョンが明確化され、またその

ビジョンに対する具体的で迅速なコミットメントが極めて重要になると考えられる。三陸

縦貫自動車道の開通決定に復興の希望を寄せる声が多数聞かれた。田老の低所部近郊に三

陸縦貫自動車道の IC が 2 箇所設置されることなど、複数のヒアリング結果、また市の復興

方針などを踏まえると、田老の被災低所部の活用方策として、産業用地としての水産加工

団地化を提案することができる。その際には、安全性を確保・担保するためにも、被災低

所部への盛土・嵩上げが必要となる。具体的な施策としては、既に進行している企業誘致

活動、また宮古の水産加工場に対して移動・移転をサポートするような誘導政策などが考
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えられる。田老の地域ブランド「真崎ワカメ」の育成に、官民併せて 30 年の地道な投資活

動が必要であったことを考えても、地域ブランド力の向上には長期的・持続的・漸進的な

取り組みが必要となる。工場建設が決定した誘致企業は、アワビ干鮑を主とする生産を行

なっており、江戸時代の俵物制度以降のブランド、また県下一の生産量を誇る海洋環境が

活かされている。また震災後、大坂の佃煮企業が田老産のコンブを活用した新商品を発売

した。 

 

 サーモンランド宣言を謳った宮古市(3 管内)で、史的に裏打ちされたブランド力の即時発

現が見込まれる水揚げ水産物では、北海道を除く本州で水揚げ量が多い「サケ(南部鼻曲が

り)」の高次利用が最も適当であると考えられた(その他としてサンマ・スケトウダラ・コン

ブ・タコなど)。上記した伝統的な地域食の商品化など、地域特性に裏打ちされた地域ブラ

ンド力の即時発現が見込まれ、かつ安定的な雇用が見込まれる堅実な取り組みが史的に担

保可能である。創造的復興の名のもとに新制度・新産業創出などの議論がなされているが、

上記した史的形成構造、また地域ブランドに基づく議論なしの急進的なシステム・制度の

更改は、現在の社会構造・世相を構成している各要素の安定的な成立基盤を担保し得ない。

奥尻島における被災復興前後の社会様態変化を考えても、特に震災復興の際には、史的な

担保に裏打ちされた産業振興を中核的な議論としながら迅速に進める必要があると考えら

れる。 

 各圏域の特性・固有性、また集落の史的形成過程を踏まえると、現在の漁業生産機能を

堅持しつつ、田老管内へ高付加価値生産機能を付加し、その機能育成を促す一方策が提案

できた。宮古管内には、大型の冷蔵庫・冷凍庫を設置し、また娯楽・宿泊施設などの施設

整備を行うなど、集積・分配機能を伴った外来船招致型港湾・市街地を形成する方策が提

案できる。重茂管内は、水産物鮮度保持や孤立化対策に資する陸路の拡幅などの整備が必

要となる。地震・津波が多いという三陸沿岸域の地理的環境から生まれた「気仙大工」の

技工・耐震技術を用いた市街地の形成・まちづくり、景観整備の推進、その際には地域林

業を活用した家屋・施設用木材の利用・優遇措置を行うなどの提案ができる。「南部鼻曲

がりサケ」のブランド化など、現代の世相・社会様態に適応しうるような、過去の産業資

本を基盤とした観光産業や水産加工業、まちづくりなど、交易効果が見込める施策が採ら

れることが望ましい。そこに観光名所である浄土ヶ浜や潮吹き穴、三王岩などの景勝地・

国定公園を組み合わせると、他地域との価値差別化が唯一的に可能な、地域ブランド力を

活かした施策につながる。 

 また、以上の研究観点からみて、三陸沿岸域と同じリアス式海岸に立地している三重県

尾鷲市や、近年進展しているエネルギー政策に対する若干の考察を行った。国土政策の観

点から見ると、水産都市・漁業集落は、「食料・エネルギー」の供給地域として位置づけ

ることができる。水産資源の回遊性を考えても、2011 年の震災で甚大な被害を負った三陸

沿岸は、今後想定される南海トラフで被災する可能性のある三重県・和歌山県のサンマ・



7 

 

カツオ漁船の避難港や水揚げ・集積港としても機能し、また背後の水産加工力によって、

生産された水産加工品、農産品などを即座に救援物資として被災地に届けることが可能な

食料供給基地ともなりうる。 

 震災を受け、三陸の港湾・漁港が被災し、水揚げが困難となったことから、サンマ漁船

では北海道釧路港・根室港へ水揚げが集中し、冷凍・冷蔵庫（保冷施設：ストックヤード）

がパンク状態、流通の捌け口がなくなり、魚価が下がるという問題が起こった。またイカ

漁船でも同様の事例が起こり、八戸港や特に函館港背後の水産加工会社（特にイカ塩辛会

社）の人手不足、供給力不足が問題となった。震災は不確定要素が多分に含まれ、イレギ

ュラーであるものの、平時より分散型供給体制、また過剰供給対応型受け入れ体制を構築

しておくことが望ましく、港湾・漁港背後の加工力育成・維持に配慮する必要がある。北

海道においても、北海道東方沖地震・津波、また十勝沖地震・津波のリスクがある。 

 南方系(暖流系)漁業は、特に他魚種漁獲型漁業であり、また水揚げ後には、酢文化や味醂

文化に裏打ちされた高度で繊細な水産加工が行われ、多種多様な高次加工水産物が生産さ

れる。特に尾鷲市では高齢化の進行とも考えあわせると、これらの漁業力・水産加工力が

被害を被った場合、復旧・復興は大変困難なものとなると予想される。そのためにも、水

産物の水揚げや集積などの代替機能を持ちうる三陸沿岸地域の早期復興が望ましい。今後

被害が想定される地域への防災・減災対策にも資すると考えられた。 

 

◯キーワード：水産都市 漁業集落 震災復興 史的形成構造 地域政策 
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Ⅱ．本編 

１．研究目的・意義 

 

 東日本大地震・津波は、青森県・岩手県・宮城県・福島県を中心として、死亡・行方不

明者併せて 18,870 名の人的被害(2012.5.9 現在)、また家屋や民間施設・農地・漁船、また

道路・漁港・港湾などの公共インフラ施設に至る広い範囲で物的被害をもたらした。政府

試算では 16～25 兆の被害額が見積もられている。 

 人口や高齢化率の観点からみて、元々、沿岸域では過疎化、特に漁業者・農業者・林業

者の減少が顕著となっていた。そのようななか、震災で生産環境が大きくダメージを受け、

加工業やサービス業も含めると、経営の見通しがたたずに廃業を決断せざるを得ない状態

になっている人口も多く、人口減少や高齢化が加速化していることが推察できる。 

 しかしながら、歴史をみると、東北地方は過去に何度も地震・津波の被害を受けながら

も、何度も復興を繰り返し現在に至っている地域である。特に近代以降では、明治(1896 年)、

昭和(1933 年)の 2 度に亘る三陸大津波により大きな被害を受けた。それでもなお戦後、高

度経済成長期、平成期と、移出入品種類や量の増大にともなう港湾の拡大や背後道路の整

備、産地市場・水産加工場の拡大などの「水産都市」の形成、さらに周辺の「漁業集落」

においては漁獲量増大や養殖業の発達が起こり、それらにともなって人口増大や経済成長

を遂げてきた地域であることは歴史的事実である。 

 しかしながら、震災復興においては、先ほど挙げた人口減少を中心とする、地域が抱え

る諸課題を巡る議論が復興過程において噴出している。具体例として、住宅の高台移転場

所の議論に中心が置かれるがあまり、高台移転後の従前地利用活用策など、産業面・生産

面からみた実証的な振興策や復興策が具体的に健策されているとはいいがたい状況がある。 

 青森・岩手・宮城・福島県では、平成 20 年には、海面漁業の漁獲量合計は全国の 14.4％

(598、850t)、海面養殖業では統計数値が公表されていない福島を除くと全国の25.4％(304、

329t)を占めており、沿岸域の重要な産業である(農林水産省 H21 海面漁業・養殖業生産統

計)。 

 なかでも岩手県は約 708km に及ぶ沿岸域の海岸線を有し、北部は湾の少ない隆起海岸、

南部は多くの湾のある沈降海岸(リアス式海岸)となっている。沖合には、寒流の親潮、暖流

の黒潮、また津軽暖流が流れ、潮境には世界的に著名な好漁場である「三陸漁場」が形成

されている。沖合の大規模漁業では、サンマ・イカ・サケ・ビンナガマグロ・カタクチイ

ワシなどの回遊性魚種が各港湾を通して背後市場へ大量に陸揚げされる。沿岸域ではワカ

メ・コンブ・アワビ・ウニ・カキ・ホヤなど磯根資源(天然・養殖)や、定置網・建網など小

規模漁業で漁獲された水産物が港湾・漁港陸揚げを通して市場へ搬入される。 

 沿岸域自治体の中でも、特に宮古市の宮古港(重要港湾)は、江戸時代に南部藩の藩港とし

て指定されて以来、岩手県内でも最も古くから拓けてきた。また近世の幕政「俵物・諸色」

制度により、岩手県内の沿岸域水産物が、清国との貿易物品として使用されており、周辺
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沿岸域で漁獲されたアワビなどの水産物が集荷され、宮古港から江戸・仙台・函館などの

遠隔地港まで移出されてきた経緯がある。また現在では(震災前)、岩手県内におけるサンマ

陸揚げ量は宮古港が最も多く、また港湾背後には多くの水産加工場が控えるなど、町の基

幹産業は水産業(漁業・水産流通・水産加工業)となっている。宮古港を中心とする市街地を

「水産都市」と呼ぶならば、周辺の「漁業集落」との密接な機能的連携があり、その機能

的連携を保持しつつ、各地域に生活圏や経済圏などの圏域が形成され、現在の宮古市が成

立してきたことがわかる。 

 本研究では、地域が有する固有の特性に基づく地域政策や、優先的振興策を模索するた

めの、一手法を提案することを目的とする。現在、復興計画の策定や実施が各地で行われ

ているが、地域政策の策定の際に、史的観点を重視した地域固有の特性を考慮する必要が

あることを明らかとした。応用的な研究として、今後南海トラフ地震などにより大規模な

被害が想定されている三重県尾鷲市を対象とし、対応策・振興策について若干の考察を述

べた。 

 

２．研究手法 

 本研究では、岩手県宮古市を主対象地域とし、横軸を時間軸、縦軸を全国と地域の社会

構造変遷とした、都市・周辺集落の変遷表をまとめた。社会構造の変遷は、地理的環境、

また港湾・漁港の拡大などの社会資本整備、また漁獲量の増大など産業、人口変遷、生活

圏の拡大など、水産・海洋の観点からみた集落の形成や維持に関連のある要素を主として

採用した。特に幕藩体制により中央政府が全国的統治を果たすこととなった江戸時代から

現在までを主眼とした。次に、まとめられた変遷表の要素間因果関係を通して解明できる、

各圏域の範囲および機能的連携、地域が有している固有性を、まとめられた変遷表の要素

間因果関係(オペレーションズ・リサーチの定法である因果ループ構造)等から解明した。 

 宮古市が提出している『東日本大震災復興計画』(2011)や『宮古市総合計画』、『宮古市経

営方針』などを参照しつつ、抽出した固有性を持つ圏域がそれぞれ採用すべき地域政策や

優先的振興策を、水産・海洋を利用して生活基盤を成り立たせている水産業を中心とした

生産主体者に対する調査を通して具体的・実証的に考察した。 

 方法として、まず、各公官庁から提出されている各統計資料の精査を行い、漁獲量・水

産加工量・水産物流通量・生産者人口など、各圏域が持っている漁業生産力や水産加工力

や流通規模・市場規模など、産業規模・産業勢力を把握した。また港湾・漁港など公共イ

ンフラ整備計画や各地域における復興計画案震災後の復興状況や進捗を把握した。また漁

業協同組合や水産加工会社、漁業者など地域住民、地方自治体(教育委員会)へのヒアリング

を伴う現場調査・踏査を行い、生産主体者が復興にあたり希望している具体的な意見など

を吸い取り、また地域形成に関わる史的な変遷や実情を把握した。 

 

産業史のまとめおよび対象地域の圏域抽出：『宮古市史』(宮古市:1984～1994)『岩手県の歴
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史』（1999）、『岩手県漁業史』（1984）、『岩手県の地名』などの通史。『海面漁業・養殖業生

産統計』や『水産物流通統計』、『国勢調査』『センサスデータ』など公官庁統計資料。 

昭和三陸大津波からの復興：『三陸津波に因る被害町村の復興計画書』内務大臣官房都市計

画課』(1934)『津浪と村』(山口弥一郎:2011(復刊))など。 

東日本大震災からの復興：『復興への提言』(東日本大震災復興構想会議)『東日本大震災復

興特別区域法』『宮古市東日本大震災復興計画』など。 
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３．成果内容 

１．対象地域の圏域と特性 

 対象地域である岩手県宮古市の位置を図１に、宮古市内に位置する 18 漁港および宮古港

の位置を図 2 に示す。宮古市は岩手県の中核的都市である盛岡市より約 90km の距離にあ

る。「本州最東端のまち」を掲げ、基幹とする産業としては、三陸沖の水産資源を漁獲・加

工する水産業、また陸中海岸国立公園・浄土ヶ浜や早池峰国定公園を代表とする自然環境

を背景とした観光産業などが挙げられる。観光客の入り込み数は減少傾向にあるものの県

内外より年間約 100 万人となっている。 

 

 

図 1．岩手県宮古市の位置 

 

 水産業における漁獲量、また加工品・特産品は、サケ、イクラ、ウニ、アワビ、毛ガニ、

ワカメ、コンブなどが挙げられる。平成 22 年の水揚高は 48,897ｔと、全国主要港中 15 位

であり、特にサケやサンマ、スケトウダラは、北海道を除くと本州では 1～3 位の水揚げが

ある(H22 年水産統計年報：資料編に記載)。 
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 工業分野では、電子部品の製造企業、ガリウムの生成、製造と石油精製触媒の再生事業

を行うラサ工業宮古工場、化学肥料製造や合板加工を行うコープケミカル宮古工場など、

ほとんどが宮古港背後の閉伊川・津軽川沿いに位置する工業団地群に立地している。 

 宮古税関管内の平成 22 年の輸出入貿易額は 13 億 66 百万円で、そのほとんどがこれら工

業に関わる木材とリン鉱石の輸入が占める。輸出では対ロシア向けの水産加工物の輸出と、

対中国向けの県産リンゴの輸出が若干あるのみである(H22 貿易統計)。 

 

 

図 2．宮古市の 18 漁港と 1 港湾の位置 

 

 いわゆる平成の大合併により、2005 年に田老町、新里村との合併で新宮古市として新市

制を施行し、また 2010 年には川井村を編入することとなった。このことから、市の面積は

696.82km²から 1,259.89km²に拡大し、一関市を抜いて岩手県の市町村で最大の面積を有

することとなった(国土地理院)。 

 図 3 に近年 10 年の人口・高齢化率の推移を示す。人口は平成 23 年で 58,893 人となって
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おり、高齢化率は 30.2%となっている(宮古市)。全国平均の 23.3%、また岩手県平均の 27.3%

に比べても高い値となっており、高齢化が進んでいる(内閣府：平成 24 年版高齢社会白書)。 

 

図 3．宮古市の人口推移と高齢化率 

 

 震災前の平成 23 年より、目標年次を平成 31 年度とする計画期間 9 年の「宮古市総合計

画」が策定されている。市政運営やまちづくりの指針となるものであり、基本構想、基本

計画及び実施計画で構成されており、この構想・計画に基いて毎年次に経営方針が示され

ている。 

 2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震では、市内全域にわたり震度 5 強から 5 弱の

揺れを観測し、特に沿岸部が、津波の強襲により被害を被った。震災から 7 ヵ月後におい

て、死者・行方不明者が 550 人、負傷者が 33 人を数え、全壊、半壊を合わせた住家等の損

壊が 4,675 棟と報告されている(宮古市)。 

 2011 年 10 月には『宮古市東日本大震災復興計画』の「基本計画」、また 2012 年 3 月に

は「推進計画」が策定された。基本計画で示された「復興に向けた 3 つの柱」である「す

まいと暮らしの再建」・「産業・経済復興」・「安全な地域づくり」の各施策に掲げた取り組

みを具体化する「復興事業の推進」が謳われ、復興に向けた事業が掲げられている。また、

「地域別の復興まちづくりの推進」では、基本計画の「地域別復興まちづくりの方向性」

における「田老地域」・「宮古地域」・「重茂地域」の 3 つの地域のまちづくりについて、復
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興に向けた方向性が示されている。 

 以上の合併の経緯、また地域別復興まちづくりでも採用されている沿岸部における 3 地

域を本研究では、3 管内と呼ぶこととする。水産業においては、各管内に漁業協同組合が存

在し(田老：田老町漁業協同組合、宮古：宮古漁業協同組合、重茂：重茂漁業協同組合)、各

管内の沖合～沿岸海面を利用した、それぞれの経営方針、また復興方針が採られている。 

 図 4 に、宮古市管内範囲と人口、高齢化率、漁家比率を示す(『宮古市の統計』『宮古市の

水産』『漁業センサス』から作成)。 

 

 

図 4．宮古市管内範囲と人口、高齢化率、漁家比率 

 

 各統計資料の精査から、水産・海洋の面から見て、以下のような特性を得ることが出来

た。図 5 に、各管内とその特性、主な漁獲物を示す。 
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図 5．宮古市管内と特性および主な漁獲物 

 

田老管内：内陸部を含めると、川井・新里管内が最も高齢化が進行しているが、沿岸域で

は高齢化が進行している。近年まで旧田老町という独立した 1 つの行政区であったことか

ら、地域中心地には低所部が利用された市街地が形成されており、三王岩などの周辺観光

資源を活用した遊覧船や漁家民宿などサービス産業が優勢であったものの、市街地以外は

漁業を基幹とする小規模な漁業集落となっている。磯根資源ではアワビの漁獲量が岩手県

内でトップとなっており、養殖ワカメは漁協の努力により現在では「真崎ワカメ」として

ブランド化され、また田老魚市場には定置網で漁獲されるサケが 70%を占める漁獲量とな

っている(資料編に記載)。さらには、アワビの生産量が県下で 1 位となっている。また、水

産加工団地を抱えており、漁業協同組合や宮古の水産加工会社の田老工場が運営され、水

産加工品が製造されている。「万里の長城」と呼ばれる総延長 2,433km の防潮堤を抱え、防

災宣言を謳っていたが、中心部は 189ha という津波浸水を受け、189 名という宮古市内で

は行方不明・死亡者が最も多い甚大な被害を被った。 
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宮古管内：沿岸部は、静穏度の高い V 字形の宮古湾内に宮古港を抱える水産都市となって

いる。既述したとおり、スケトウダラ、イカ、サケ、サンマの外来船寄港地となっており、

底引き網漁船や定置網漁船など地元大規模漁船の停泊・漁業が行われる。国・県・市の行

政・医療福祉・交通機関などが立地し、周辺地域の中核的な都市としても位置づけられ、

浄土ヶ浜など国定公園を利用した観光産業・サービス産業が優勢である。水揚げされる水

産物を利用した水産加工業も明治時代・大正時代より行われている地域であり、近代型港

湾の形成以前には閉伊川の舟運を利用していたことから、閉伊川河口や沿岸に水産加工業

が拓かれている。江戸時代には南部藩の藩港として位置づけられ、周辺山林の木材を利用

した藩船の建造や、いわゆる東廻り航路を利用した他三陸沿岸や江戸、また北海道函館ま

での交易・交流の船待ち・風待ち・波待ち港として形成されてきた。最湾奥部の津軽石川

に遡上するサケは「南部鼻曲がり鮭」として著名であり、中世の古文書にも記載されてい

る岩手県下でも水産資源利用が最も古い地域となっている。しかしながらその地理的特徴

からも、宮古管内で最も広域な浸水被害を受けた(市街地を除くと約 420ha)。 

 

重茂管内：3 管内の中で最も人口は少ないものの、高齢化率は低く、また漁家率が極めて高

い漁業に特化した地区である。沖合漁業では古くから好漁場として著名な根滝漁場等を利

用した大規模定置網によるサケの漁獲、また磯根資源では天然・養殖のコンブ・ワカメ・

アワビの採捕、またウニは各漁家の小規模加工施設にて「重茂の焼きウニ」のブランドネ

ームが付加された加工品となる。昭和 40～50 年代より、環境問題の高まりからいち早く地

域内の合成洗剤禁止を打ち出し、また沿岸部清掃活動や植林活動に取り組むなど、岩手県

内でも「漁業先進地」として位置づけられている。狭小な平地を利用した塊状密居の漁業

集落・純漁村が多数となっており、その中でも低所部に位置していた音部・重茂里地区が

総 100ha の被害を受けた。他漁業集落でも見られる陸上交通の不便がヒアリング結果から

も得られ、集落間の距離も長い。震災時には孤立化した集落があり、死亡者が出た。 
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２．水産・海洋の観点からみた産業史変遷表と要素間因果構造・関係 

 

 産業史変遷をまとめるにあたり、まず、江戸時代の三陸地域漁業、また集落形成の原初

的様相を知ることができる『岩手県の地名』(平凡社：1990)における「三陸海岸の漁業と生

活」を採録する。 

 

『岩手県の地名』p29 

「〔三陸海岸の漁業と生活〕 岩手県を中心とした太平洋岸が三陸海岸と称されるのは、明

治元年(1868)陸奥国が陸前・陸中・陸奥など 5 ヵ国に分離して以降のことである。沖合では

暖流と寒流が交わり、好漁場として名高い。かつての三陸地方は、生産地としての沿岸漁

村と、内陸部の消費地との間に北上高地が横たわり、物資の流通に円滑さを欠いていた。

そのため江戸時代初頭においては、おもに浜街道を南下して仙台城下へ水産物が送られて

いたらしい。その後盛岡藩領では、五十集街道としての閉伊街道や塩の道としての野田街

道・小本街道などが整備され、盛岡城下での需要も高まり、江戸時代末期には相当量の水

産物が盛岡・遠野などの内陸地方で消費されていた。 

 昭和 60 年(1985)の漁獲総量全国 10 位の岩手県も、明治 24 年の海面漁獲高では全国 23 位

で、江戸時代の漁獲高はさらに低かったと思われる。三陸海岸には港は点在するが良港は

乏しく、リアス海岸のため砂浜も少なく、度重なる津波の襲来もあって生活拠点としては

あまり適さなかった。さらに濃霧の発生や「やませ」のもたらす低温などが農業経営を悪

化させ、人々の生活基盤は豊富な資源を有する海に求めざるをえなかった。漁業生産は当

然領主支配の対象となり、仙台藩領では寛永検地の際に、漁場の漁獲高を高に結んだ海上

高が設定され、「安永風土記」にはかっこ舟・さっぱ舟・五太木舟・四板舟など舟種と舟役

代が記される。また盛岡藩領では江戸中期以降藩財政の悪化が激しくなるが、弘化 4年(1847)

と嘉永 6 年(1853)の三閉伊百姓一揆の原因の一つに、漁業生産に対する収奪の増徴があった

といわれる。 

 元禄(1688-1704)以降、長崎貿易の輸出品に三陸俵物が指定され、江戸や大坂へも東廻航

路を利用して、昆布・いりこ・干鮑・ふかひれ等の水産物が輸送されている。これに誘発

されるように他の海産物も急速に商品化し、元禄版「自遺往来」には奥州鮭・披子籠・塩

引・鰹節、「名産諸式往来」には仙台子籠・同はららご・南部鮭が記され、この頃から南部

鮭は江戸市場に声価を得ていた。盛岡藩領ではあまり鰹節はみえないが、気仙郡以南から

は江戸市場に送られている。延宝 3 年(1675)仙台藩領唐桑村(現宮城県本吉郡唐桑町)に紀州

の鰹一本釣漁法が伝えられ、漁獲量が飛躍的に増大していることから、気仙地方への新漁

法導入も時を経ずして行われたものと考えられる。一方、俵物においては三陸海岸は北海

道に次ぐ主要生産地となり、買上法は江戸中期に長崎特定商人の一手請負制から、幕府に

よる直営買上制に移行しているが、その下請には地方商人があたり、吉里吉里(現上閉伊郡

大槌町)の前川善兵衛や宮古町の泉屋武右衛門ら多数の商人の名が知られる。このような俵
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物・魚油・海苔などの水産加工品の増加は、現地の海産工業の発展を示すもので、これに

製塩業が加わり藩経済における主要な産物となった。享保年中(1716-36)の盛岡藩の御領分

物産取調書(南部文書)による水産加工物は、大槌通が鰯〆粕・赤魚・〆粕・千鯣・干赤魚・

魚油・塩鰹・田作り・布海苔・鮑・干鱈・干唐貝・いりこ・鮪・鱒・ほや・きんこ・おし

め・かぜ・えらこ・塩海苔・かき・塩、宮古通が鰯〆粕・魚油・赤魚・干鱈・鮭・塩引・

いりこ・丸干鮑・串貝・塩鰹・鰹節・鯣・布海苔・昆布・塩、野田通が鰯〆粕・魚油・鮑

切込・鮭・鮪・鮎・串貝・干小肴・〆貝・かぜ・えらこ・松藻・ひじき・海苔・布海苔・

塩となっている。 

 津軽石川・大槌川・織笠川・盛川・気仙川などの河口をもつ海浜は、鮭・鱒漁場として

発達し、内陸河川では山女・鮎・鰻・鮒などが、農村の動物蛋白源として珍重された。近

世中期以降になると、鰹・鰤・鱈・鮪を中心に大棒網漁法が発達し、鰹は陸前鰹節として、

江戸市場において土佐節と競合するまでになったという。また鯣は江戸市場に出荷され、

鰹節とともに祝儀物として大衆にもてはやされた。文政(1818-30)頃には船越村(現下閉伊郡

山田町)の田代角左衛門が鮪立網漁業を始めたといわれ、以後盛岡藩領では大規模な鮪立網

漁業が発展した。〆粕・魚油は年々需要を増したが東北地方での金肥の使用は遅れており、

全体として魚粕の需要は少なかったという。なお海産物ではないが、大豆は海路で銚子(現

千葉県銚子市)に送られ、いわゆる野田醤油の原料として、三陸漁村の生産物中最大の移出

品となっていた。 

 明治 8 年以降、岩手県では政府の指示と承認のもと漁場入札制が採用された。これは旧

来の漁場占有利用関係を承認して漁場制度の再編成が行われた全国的な流れと異なる。経

済的価値が高く、独占排他的利用の強い漁場について、旧来の実績を無視し、税額によっ

て入札を行うというものであったため、落札者は漁村外で増加する結果となるが、同 13 年

より村請漁場育成の動きへ移行している。なおリアス海岸の影響で、三陸海岸の漁村に多

大な被害をもたらす津波は、貞観 11 年(869)の陸奥大地震によるものから(「三代実録」同年

5 月 26 日条)、昭和 35 年のチリ沖地震による大津波まで、大小合せて 24 回発生している。」 
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図 6．主に水産・海洋の観点からみた都市・集落の形成・維持に関わる産業史 

 

都市・集落の形成・維持に関わる産業史 

 三陸沿岸では少なくとも江戸時代以降には漁業・水産業・商業が興っており、漁労技術、

水産物の加工方法や技術、商工業および物流など需要・供給、商圏(マーケット)の拡大が起

こっていたことがわかる。また生産・加工・交易など、多様な経済活動に対する、盛岡藩・

仙台藩など、行政の統治があったことを読み取ることができる。 

 特に特徴的であることは、好漁場を抱えていたという自然・地理的環境を抱えているこ

と、また当時の輸送フレート能力を踏まえると(一般的に馬による陸路輸送は米 3 俵(180kg)

であると言われる)、それぞれの集落が「海路」で積極的に結束されていたことが挙げられ

る。 

 昭和 8 年の三陸大津波からの地域復興を民俗学・地理学的手法を通して検証した『津浪

と村』(山口弥一郎:2011 復刊)には、重茂管内に房州(千葉県)から季節的に来漁する納屋が

あり被災したこと、また静岡方面へ建網に出漁中であり津波被害から免れたこと、また復

興の際に漁業だけでなく、主要産業の 1 つであった炭焼きを行うため、福島・宮城・岩手

など他地域からの人口流入があり地域が復興されてきたこと、汽船を利用して関東方面の

製糸工場へと赴く複数の女性に関する記述がある。また宮古市の鍬ヶ崎を開拓した山根一

族は元亀年間(1570～1573)に「紀州」から移住したと伝えられ、山根町にその名が残る。

今も地域の漁業祭などで信仰を集める熊野神社は、もと山根一族の氏神として祀られ、2011



20 

 

年の震災では避難所ともなった。さらには、南部藩や仙台藩が「紀州」から漁業者を招来

し、カツオ節生産技術を伝授された史的事実もある。このように、三陸沿岸域には、海路

が結束した人的・物的ネットワーク・交流がみられる。現在でも、宮古港や田老漁港の水

揚げがあると、気仙沼市や釜石市など三陸沿岸遠隔地から水産加工業者、流通業者が集ま

り、また北の岩泉町小本浜漁業協同組合の漁船が田老漁港に水揚げする例もあり、重茂管

内の水揚げは南の山田漁港等で行われることもある。漁船の無線修理・整備などを地元だ

けではなく、大船渡市の会社へと依頼するなどの例もある。 

 

 江戸時代以降においても、水産・海洋からみた宮古市の集落形成やその生長に関する産

業史を精査した。『岩手県の地名』、『宮古市史』、『岩手県の歴史』、『岩手県漁業史』、『岩手

県の地名』などの通史や、また『田老町漁業協同組合創設 77 周年記念誌』、『田老町漁業協

同組合設立 50 周年記念誌』などの史料を用いた。 

 確認できた結果を基に、社会変遷や集落の維持と各産業の推移、また宮古市の社会構造

推移として可視化が可能な産業史図を、時系列に図 6 に示した。交通の不便から、「日本の

チベット」と呼ばれ陸運の困難さをうたわれたことや好漁場の発見・開拓が時代ごとにお

こなわれていたこと、周辺山林に分け入っての「林業」による木材の切り出しや炭焼き活

動、また「工業」では、鉱山(銅など)の開山と閉山、さらには花崗岩の切り出し(石材)など、

自然特性を有した陸域や周辺海域の自然環境･条件に委ねられた経済活動が行われていた

ことがわかる。サケ･イワシ･アワビ･ワカメを主に漁獲･加工した｢水産業｣、渡海により広

範囲の他地域との文化的･経済的交流や交易に携わった｢海運業｣や｢商業｣、それらの活動を

規制･促進するような社会資本整備を行い、また集落を統治･管理してきた｢行政｣の関与と

いう、水産都市・漁業集落の形成と推移･維持・消長に関与する、潜在的主幹機能要素を抽

出することが可能となった。また、この産業史図を俯瞰的に把握することではじめて、そ

の要素が連関して形成される史的変遷から読み取ることができる、各時代に通底している

集落の基層的･原初的構造、およびその機序を考察することが可能となった。 

 

産業史から抽出可能な生産活動、都市・集落形成に関与する諸要素 

 南部藩･江戸幕府など｢行政｣の関与、他地方との渡海を伴なう交易からみた｢運送業｣や

｢商業｣、また対象魚種を漁獲し加工する｢水産業｣などの要素が集落の形成や状態維持に影

響を及ぼしていたことがわかった。｢行政｣の観点からは、どの時期にも地方自治体(領主)･

中央政権の、集落や域内生産活動への統治･管理といった介入があったと考えられた。交易

に関しては、集落の消長や状態維持には、他本州地方(イワシなど)や中国(俵物)など、移出

先の需要が影響を及ぼしており、それに伴って移出品の変化や域内供給量の増産が行われ

ていた。また、宮古地域からの主体的な移出品は水産物であり、その生産量を確保するた

めに、地域全体での漁場の拡大が必要となったことがわかった。漁労技術面では、より多

くの漁獲物確保のために改良が続けられ、水産資源保護と密漁･密貿易に対する政策も並行
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して実施されていたことがわかった。水産物を域外に移出するための輸送手段である交易

船に関しては、木造船から、石炭利用の蒸気船、また石油利用のコンテナ船・タンカー・

FRP 船など、造船技術･航海技術の向上により、漁船･商船の大型化･複雑化に対応した港湾

機能を備えた地域に集落が形成されていったことがわかった。その代表的集落（都市）と

して、交易指定港として指定された、宮古港および背後の地域周辺中核都市として推移し

てきたことがわかった。また、鉱山の閉山による集落規模の衰退や住民・労働者の移動・

撤退、さらには 1896 年、1933 年の大規模な三陸大津波による被害を考えても、集落の消

長に直接的に影響を与える要素として、｢自然災害｣が存在していることがわかる。よって、

集落の消長や状態維持を司った｢行政による国土・地域政策｣･「行政・民間による社会資本

整備」｢商業｣･｢水産業｣･｢自然環境｣などの要素に加え、漁業集落内でも生産活動が確認さ

れた｢工業･林業｣や、｢自然･人為的災害｣の観点を加えた、産業史から抽出可能な生産活動

や集落状態維持に関与した諸要素を総括し、図 7 に示す。 

 

 

図 7．産業史から抽出可能な生産活動、都市・集落形成に関与する諸要素 

 

 上図から、｢集落規模｣に関わる要素、｢行政｣の統治･管理に関わる要素、域内の｢商工業｣

に関わる要素、｢自然環境･地理的環境｣に関わる要素、｢水産業｣に関わる要素、域外の｢商

業｣に関わる諸要素が抽出でき、それぞれの要素を同じ色でまとめた。 

 特に近代以降であるが、海外との交流・外交、植民地政策や帝国主義政策、また西洋制
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度・技術の積極的需要、また中央集権が徐々に福祉国家化していくにあたり、社会構造の

高度化・複雑化が起こった。 

 しかしながら、沿岸域の水産都市(宮古管内)および周辺漁業集落(田老・重茂)の原初的形

成が確認された江戸時代以降から史的変遷を精査したところ、その後のどの時代にも、連

綿として同様の生産・交易･交流形態がとられていたことが理解できる。行政や渡海を伴っ

た交易、さらには水産業などの各要素は、それぞれ相互に影響をおよぼしあいながら、各

時代において、漁獲能力や輸送力の向上、本州からの移住人口･定住人口の増加など様々な

現象を生起させていったと考えられる。特に領海の設定、200 カイリの問題という漁場の縮

小、主要漁業の変化、漁獲量の減少などが起こった後にも、これらの社会的構成要素の体

系的な働きにより、集落規模が拡大・縮小・維持されていったと考えられる。 

 

・要素の連関構造・関係 

 図 7 から抽出可能となった要素間の連関構造が、複雑に絡み合いながら集落の規模や域

内生産活動の安定化･円滑化を規定し、さらに促進していったと考えられる。また、現在の

沿岸地域の社会的問題として一般的に挙げられる、漁獲過多による水産資源の減少や、さ

らには、震災など、自然･人為的｢災害｣による活動制約要因から考えても、これらの要素連

関構造には、必ずしも他の関連する要素を促進する機能を伴わない、制御機能や制約機能

を有する社会的制御要素が存在している。これらの理解を含め、図 7 から抽出された諸要

素を要素連関の観点から構造化すると、図 8 に示される、生産活動･集落形成に関与する機

能的要素の連関構造を模式的に得ることができる。図 7 で色分けされた諸要素が、同じカ

テゴリー内で様々な小要素に分解でき、他の要素へと影響を与えて構成されていることが

示されている。この要素連関構造は、影響を与え合う要素間の因果関係やその構造が明示

可能な因果ループ図として表され、オペレーションズ･リサーチの定法によって定式化でき

る。破線で示した要素間の影響は、マイナスの影響を与えていることを表現している。 

 図 8 に図示された要素群は、図 7 で示した、史実を整理した産業史から抽出することが

できる社会的･経済的要素に集約可能な要素である。さらには、機能的要素であることを考

えても、全て地域内で行われる経済活動に直結した要素群である。そのため、これらの要

素群を、現代経済学で扱われる生産を司る根本的要素である、｢土地｣･｢労働｣･｢資本｣の生

産 3 要素に集約させて概括して反映させることが可能となる。沿岸地域における｢土地｣と

は、漁業においては漁労活動の対象生産基盤としての水深を含んだ海面漁場や自然環境･地

理的環境を含んだ海域を主としており、交易船を操って他地域に運送を行う運送業も同様

に海洋を利用した経済活動である。加工業においては、干場や加工施設･集荷施設を立地可

能な陸域であると考えられる。漁業以外の林業・農業など第 1 次産業に関わる要素も同様

である。また生産活動の安定化･円滑化を規定する人的技術･技能や、地域内生産活動者、

また他地域から移住し漁場で漁獲を行う漁業生産者、さらには商人の流入に関わる要素を

｢労働｣に集約可能である。また、資本投下など史的事実が示しているとおり、商業や行政
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に関する各要素は主として｢資本｣へ集約されることになる。 

 一方、これらの要素は経済活動に基づいた生産活動に関わっている以上、このような集

約は極めて容易に類推される分析である。しかしながら、現在の社会的生産構造が、3 要素

に集約可能な構造で成立している以上、図 8 で示したような、史的観点から抽出した全て

の要素が 3 要素へ集約可能であることを検証することによってはじめて、逆にこの構造が

現在につながる原初的･中核的な構造であったことの証左ともなる。また、現在の複雑化し

た社会構造から、水産･海洋のみに関わる全ての要素を 3 要素へ集約することは非常に困難

であり、本研究で試みた史的変遷から抽出した要素連関構造という、マクロかつ根元的な

社会構造を用いて、はじめて、漁村社会における 3 要素へ集約可能な根本要素を確認する

ことが可能となる。また、この要素連関構造は、各時代に共通した集落形成･状態維持を促

す、現在も含んだ各時代に共通する量的な変遷効果を有した、基層的･原初的な構造を示し

ていることになる。この構造の機序どおりに計量可能なパラメータ値を時代ごとに連関さ

せることによって、各時代における集落の形成や状態維持を促進するための｢原動力｣とし

ての機能が発現し続けてきたものと考えられる。 

 さらには、例えば宮古であれば他の要素と比して、「水産物以外の製造量」(工業など)や

「商業」(市場)に関わるパラメータ値が大きく、重茂であれば「漁業」に関わるパラメータ

値が大きいという、都市として扱いを受ける構造、漁業集落としての扱いを受ける構造と

いった、田老管内、宮古管内、重茂管内の 3 管内ごとの構造を、取りうるパラメータ値の

変化により扱うことが可能となる。｢海運業｣や｢商業｣、そしてその活動を促進するための

社会資本整備を司ってきた｢行政｣の関与という、図 6 にもまとめることのできた共通的な

機能を抽出することができたことから、宮古市でも、図 8 に示した要素連関構造を基層的

構造としながら、現在までの社会構造が重層的に連続してきたと考察できる。少なくとも

宮古市においては、図 8 のような諸要素が連関した構造が、本質的な｢原動力｣として各時

代に構成されており、外部地域や域内で派生した他の要素を取り込み循環しながら、重層

的構造として遷移しつつ、観光産業・サービス産業、医療・福祉に関わる産業などを含ん

だ現在の社会構造や、｢地域文化｣が醸成されてきたことが考察できる。 

 集落維持・安定に関わってきた他の要素としては、『宮古市史』に記述がある、重茂管内

の｢ホンケ・カマド関係｣や、「血縁・地縁関係」、「カマドを守る意識」(家を継ぐ、家系・血

統を守る)といった、直接的に水産･海洋には関連しないが、集落規模や地域コミュニティー

の結束を維持･促進する機能を有するような、文化的要素があったことが考察できる。さら

には、昭和 8 年の三陸津波後に「100 年の大計」として防浪堤建設や区画整理などの田老市

街地の復興や、産業組合(漁業・林業など)の結成に強いリーダーシップをとった田老管内の

関口松太郎・山本徳太郎などの「地域のリーダー」・「篤志家」などの存在にも影響される

と考えられる。 

 

 図 8 の諸要素の色分けを除去し、要素連関構造の入力部として機能する要素、および出
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力部として集落の規模を示す要素のみに色をつけ、構成要素の制御関係を明確化した図を

図 9 に示す。機能性を有する各要素は、基本的に計量可能であり、また、主として漁撈技

術や輸送技術などの技術に関わる要素などが、経済面に大きく関与する要素間の影響を制

御･促進する、制御機能として働いている。このことから、具体的数値を各要素に当てはめ、

要素間や構造の量的関係性をシミュレーション分析で検証することが可能であり、要素連

関構造のモデル図として扱うことができる。しかしながら本研究はその量的関係性を検証

することが目的ではないため、今後の課題として扱う。計量そのものが困難な要素の場合

は、図中に付記した括弧内に示すパラメータが、当該要素を規定する変数となっている。

破線で示した要素は、要素間の影響の強度を制御･制約する制御バルブに影響を与える要素

として機能しており、また、図 8 と同様に、破線で示した要素間の影響は、マイナスの影

響を与えていることを表現している。プラスの影響とは、要素の変数が増加していくに従

って、矢印の伸びた先の要素も増加するという意味である。 

 図 9 から読み取ることができるとおり、沿岸地域漁業集落の消長とその維持を促してき

た要素群の中でも、｢自然資源｣は、マイナスのフィードバックの影響しか受けていない。

また、｢航海の障壁｣は、｢輸送技術｣から｢水産物輸送(輸送範囲)｣へのプラスの影響を制御す

る要素のみにしかなっていない。このことから、これら海洋環境に関わる要素のみが、集

落の形成や状態維持に関わる要素連関構造の｢入力部｣として扱うことができる。｢自然資

源｣へ及ぼすマイナスの影響についてであるが、元来は漁獲量の増加に比べると水産資源の

増加量が優位な状態にあったが、漁獲量の増加が極端に大きくなった時に、マイナスの影

響が効果を発現し、｢自然資源｣の減少へ影響を与えることを示している。また、同じ入力

部である｢航海の障壁｣を航海技術で克服する過程も同様であり、自然環境や地理的な環境

への人的影響は、他の要素に比べても、長期的な期間で発現する影響となっている。この

構造の機序は、同時系列ではなく長期的･短期的な時間視野から理解する必要があることを

示している。 

 要素連関の構造機序を鑑みても、域内の自然特性環境下で水産資源を直接的に利用する

水産業および域内・域外との交易に関わる流通・運送業、商業が、都市・集落形成や状態

維持に繋がる原初的な生産活動であったことが明らかとなる。水産･海洋を中核として発展

してきた沿岸地域において、このような根本要素や原初的な生産活動を有して集落が形成

されてきたと推論することができる。｢自然資源｣要素が要素連関構造の｢入力部｣であるこ

とから考えても、宮古沿岸地域は、海洋の開拓を主幹的な生産活動として拓けてきた地域

である。 
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・現在の宮古市の復興計画、復興政策、圏域の抽出と優先すべき政策 

 図8および図9の構造とその構造モデルは、微細かつ複雑であるため、図8で色分けされた

要素群を1つの大分類の構成要素と捉え、大分類の要素連関構造を図10に示す。図10で表現

された構造は、図8および図9で示した構造と同様の機序を有している。また、地域外から

各要素の影響を受けて、地域内の要素状態が変化を起こし、最終的に集落の形成や状態維

持を促すという、地域内の状態を主眼に据え入出力を明確化した因果構造として表現され

ている。 

 

 

図10．集落の形成･維持を促した要素の連関構造図(大分類) 

 

 宮古市は、『宮古市総合振興計画』(2011)およびその長期計画に則って毎年策定される『宮

古市経営方針H25』(2013)にあるように、地域の振興に関わる以下の7つの検討テーマから成

り立つ振興方針を策定・採用している。 

 

『宮古市経営方針H25年度』 

Ⅰ．三陸沿岸地域の拠点都市としての基盤形成 

Ⅱ．活力に満ちた産業振興都市づくり 

Ⅲ．安全で快適な生活環境づくり 

Ⅳ．健康でふれあいのある地域づくり 
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Ⅴ．交流と連携による地域づくり 

Ⅵ．個性を生かし未来を拓くひとづくり 

Ⅶ．新しいまちにふさわしい行政運営の推進 

 

 大分類した各要素を連結することで、上記の検討テーマを構成できることを図11に示す。

大分類された要素連関構造から抽出された要素が、検討テーマに対し複数に絡み合いなが

ら構成できる 。 

 

図11．課題検討テーマを構成する要素群 

 

 沿岸地域には、現在でも水産･海洋を基盤とした社会構造が形成されており、現在の集落

機能を維持したまま状態の安定化･持続化を望むのであれば、優先的施策としてテーマⅡ(活

力に満ちた産業振興都市づくり)から序列づけられた施策展開をとっていくことが望ましい

ことがわかる。水産･海洋を軽視した行政的施策が採用された場合、玉突き的に各要素の機

能が消衰していく可能性があり、やがては集落自体が消滅してしまうことが要素連関構造

モデルから推論される。 

 

 史的変遷から抽出された要素は、現在的課題とも繋がっていることから、現在抱えてい

る課題は過去においても同様の課題として捉えられていたことも明らかとなる。現在的課
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題は、過去的な課題として、各時代で扱われており、さらに、1つのテーマにつき複数の要

素が関係していることも理解できる。高度･複雑化した現在社会における沿岸域漁村が抱え

る課題解決のためには、単一要素だけに着目した分析や施策展開を行ったところで効果的

な解決にはつながらず、課題に関わる複数の要素を、複数の手法を組み合わせて分析する

必要がある。 

 現在の社会構造を構成する｢観光｣、｢防災｣、｢医療・福祉｣といった要素は、その全てを

要素連関構造図から抽出することは不可能であるが、あくまでも地域が、図示した要素連

関構造を基層とした構造をとっている限りにおいて、各機能の計量的な多寡はあろうが、

副次的に現在の社会構造に関係している要素であることが予想される。図8～10で示した構

造図から、現在の社会構造が成立している要素連関構造を網羅的に図示することは不可能

であるが、少なくとも現在の要素連関構造の基層には、原初的な要素連関があることは明

白である。今後とるべき産業･地域振興策は、過去の産業資本を基盤として、基幹産業の2

つである観光や磯根資源の増産･付加価値化に伴う交易効果が見込める施策であり、価値差

別化が可能な、地域ブランド力を活かした施策につながることになる。高度化・複雑化し

た社会構造を抱え、また地域的課題を拡散的に抱えた現在であるからこそ、課題解決テー

マの優先順位の序列化や、根本的テーマの検証を行い、そのテーマを中核に据えるような

形での複数テーマの提示を行う必要がある。史的観点に裏づけられた地域の形成要因や根

本要素の把握なしには、地域の持続性･安定性は担保･保証されない。文化的影響も含んだ、

歴史的必然性に裏打ちされた施策のみが、地域の合意と将来まで安定した圏域形成を獲得

できると考えられる。 

 歴史的事実から、現在においても、市場等を介することにより、宮古市周辺漁業集落は、

どの地域も中核的都市である宮古と水産物を媒体とした交流・交易が密に行われている。

このことから、宮古を現在の水産都市として存立せしめた要因の1つに、周辺漁業集落や農

林業集落の自然資源が大きく関与していることになる。テーマⅠを検証するうえでも、現

在の優勢産業である、観光産業･サービス業と、周辺集落の水産業・農業・林業を包括した

政策を模索することや、周辺漁業集落の水産業を永続的･安定的に行うための建策や地域振

興策の検討が、特に推進される必要がある。 
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３．史的形成構造に基づいた各圏域の機能育成と政策提案 

 

 国土交通省「過疎地域等における集落の状況に関するアンケート調査」（2008年最終報

告）によると、62,273集落（過疎地域を抱える全国775市町村）のうち、高齢者（65歳以上）

が半数以上を占める集落が7,878集落 (12.7%)あり、機能維持が困難となっている集落は

2,917集落(4.7%) 、10年以内に消滅の可能性のある集落が423集落、「いずれ消滅」する可

能性のある集落が2,220集落、合わせて2,643集落あるとされている。このように、特に山間

地・僻遠地を中心に、高齢化・少子化等を理由とした地域維持が困難となり集落消滅を迎

える、いわゆる「廃村化」が全国的に進行している。 

 また、いわゆる「限界集落」化が指摘された研究や、過疎化の進行した山間集落の自発

的な終焉論や撤退論も主張されるようにもなっている(「むらおさめ」（作野広和:人口減少

社会における中山間地域、人文地理62-2、pp.78-82（2010））や「撤退」（林直樹・齋藤 晋

編著:『撤退の農村計画』学芸出版社（2010））など)。 

 しかしながら一方で、高度経済成長期の始まり頃は、集落の戸数が10戸あたりの閾値を

超えた山村集落が一気に廃村化に至ったのに対して、現代の山村では集落の戸数が10戸を

下回っても廃村に至らない「非限界集落」、「抵抗集落」の存在が指摘されている(藤田佳

久:「山村政策の展開と山村の存立基盤」、藤田佳久編著『山村政策の展開と山村の変容』

原書房、pp.1-34)。山村振興法、過疎法による公共投資、すなわち道路・水道・下水道・公

民館などの整備によって、僻地性が強調されたかつての山村とは異なり、利便性が向上し、

日常生活レベルでは都市生活と同等の生活が営めるようになったこと、また、山間集落の

全てが限界化しているわけではないことが指摘されている。 

 

 

図12．小規模・縮小化する集落の要素連関一構造(例えば養蚕・林産品・鉱山(銅など)) 

 

 「限界集落化」や「いずれ消滅」する可能性のある集落は、図8～10で示した、要素連関

構造モデルでの｢集落規模｣の縮小を意味している。例えば、養蚕・林産品・鉱山(銅など)

を基幹的生業とした集落における要素連関構造を図12に示す。自然資源の枯渇(鉱山におけ
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る銅や炭鉱における石炭など)が起こること、また市場への距離・利便性が悪化すること、

消費・需要の変化（石炭から石油ｴﾈﾙｷﾞｰ利用の隆盛、生糸からナイロンやレーヨンなどの

人造繊維需要の増加）や、域外からの安価輸入量・代替品の増加が起こること、また税収

減などに起因する行政の統制力(制度維持・財政など)の弱体化が起こること、人口の減少な

どによって製造品・産出品などの生産量・質が低下すること、さらには域内自然災害が直

接的に規模を縮小させること、など極めて複合的な構造から、集落規模の縮小が起こるこ

とが想定される。 

 

 東日本大震災後にも、集落規模が縮小化していく現象がおこっていることを読み取るこ

とができる(岩手日報WEB版:2013年2月1日記事)。 

 

 

 上記記事には、 

「半数近く「田老地区外に」 宮古市の居住意向調査 

 宮古市は 31 日、東日本大震災で大きな被害を受けた田老地区の復興まちづくり説明会を

開き、住民意向調査の結果を示した。被災住民が希望する居住地は現時点で、旧市街地や

高台移転地を中心とした「田老地区内」が 348 世帯（45%）と半数以下にとどまり、市中

心部など地区外 364 世帯（48%）、未定 51 世帯（7%）。地区内を希望する住民が少ない実

態が浮き彫りとなり、将来を見据えた魅力あるまちづくりが求められそうだ。 

 市独自の意向調査は今回が初めて。昨年 10 月～今年 1 月、浸水区域内の被災住民 840 世

帯と地権者 131 世帯を対象に実施。1 月 10 日現在で、住民 763 世帯、地権者 96 世帯から

回答を得た。回答率は 88.5%。 

 「地区外」が「地区内」を上回る結果に、参加した 70 代の男性は「先が見えないから地

区外にした人もいるのでは」と指摘した。」とある。 

 この記事にある「将来を見据えた魅力あるまちづくり」は平時に比して震災後に重要で

あること、また「先が見えないから地区外に」転居する住民の選択は、震災前から懸案で

あった多様な課題を抱えたままの状態で、震災による被害が集落の小規模化を促進させて
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いる構図を読み取ることができる(住民へのヒアリング結果:詳細は資料編に記載)。 

 

・ヒアリング結果を受けて圏域ごとの特徴と課題 

 宮古市内の漁業協同組合や水産加工会社、漁業者・女性部など地域住民、地方自治体(教

育委員会)へのヒアリング調査・現場踏査を行い、地域の復興に対する課題や問題意識を汲

み取り、以下のような特徴的な課題を抽出することが出来た。なお詳細な結果は資料編に

記載している。 

 

地域全般に関わる課題・問題意識 

 ・田老管内の広大な被災低所部の活用方策(田老) 

・震災時の孤立化対策として道路の拡幅や複線化(特に重茂管内。米がなくて困った) 

 

漁業に関わる課題・問題意識 

・人口の減少に歯止めをかけたい 

・進行している高齢化への対策 

・津波時の行動指針を明確化してほしい 

(漁業者は津波時に漁船を海に出す「沖出し」を行い、帰港した際に向かう場所が不明確) 

・津波後の磯根漁場を改善していく必要がある。 

(津波の前から海洋環境の変化(水温や潮流の変化等)は懸念事項であった。) 

・放射性物質がいつ検出されるか、また風評被害の影響が心配である 

・孵化放流したサケの稚魚が回帰するのかどうか心配である 

 

水産加工に関わる課題・問題意識 

・短期雇用者(女工さん、パートさん)の高齢化が顕著であり、雇用確保・維持がとても大

変である。 

 ・外来船の誘致施策を積極的に行なって欲しい。昔は銭湯や食事ができる宿泊場所など

があった。宮古の水産加工力の弱さなどもあいまって、外来船は徐々に気仙沼・女川

など南側に移っているのではないか。 

 

 宮古市には、少なくとも明治時代以来続いている水産加工会社や菓子屋、旅館、魚屋、

衣料店など多く存在する。工場や店舗が被災し、一時は諦めようと思ったが、お客さんや

従業員からの声、またボランティアや行政・NPOなど様々な支援を受けるにあたり、再建

の判断を下したという声を複数得た。復興しなければ「ご先祖さま」へ申し訳が立たない

という声を聞き、また震災を契機として後継者のIUターンがあったという結果も得た。過

去の震災復興の際には、「家系を守る・絶家を免れる・家を継ぐ」意識から、亡くなった

家督相続者の代わりに、縁戚者を中心に全国から相続者を選定する積極的な活動が行われ
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たという記述も多数みられた(『津浪と村』)。 

 海路による流通・運送業が古くから盛んな「商業の街」である宮古管内では、被災を免

れた市街地近郊には、道具・施設類の保管などに用いられる土蔵が多く見られた。古くか

ら、土蔵の周辺には格子状の垣・柵を張り巡らせ、津波が来襲しても引き波で施設が流さ

れない建築技術が工夫されていた。また、岩手県内で近世初期から文献に名前の残る閉伊(宮

古)川・津軽石川(南部藩の主要サケ漁場)で漁獲された「南部鼻曲がりサケ」は、現在でも

岩手県の河川サケ漁獲の20％を占める(岩手県農林水産部水産振興課,2010)。このサケを利用

した「南部鼻曲がり鮭料理」、「はらこ飯」、「鮭の親子ずし」、「サケの氷頭なます」

など、伝統的な地域食文化が生まれている。 

 内陸部の川井・新里管内は養蚕業が盛んであったことから「オシラサマ」信仰があった。

また各地域で「念仏講」や「庚申講」、「百万遍」などの複合信仰・念仏成就に対する共

同体的結組・祈願が行われてきた。各地で庚申講碑などの石碑が残存し、宮古地域だけで

も2,000体を越えることが確認されている。宮古地域では南部藩の外護があった曹洞宗の寺

院が多く、檀家も多い。また、宮古市街地に「口寄せ」を行う「イタコ」が多く存在し、

各地域へ出向き、農業の五穀豊饒、漁業の安全祈願や大漁祈願が祈られた。明治時代まで

は背後の北上山地で活動を行う修験者がおり、イタコはその妻であった(ヒアリング結果)。

明治5年、修験禁止令が発布され、修験道は禁止された。明治時代以降、西洋化・近代化の

推進が行われる過程で、例えば「家船」集団や「サンカ」集団など、民俗学の見地から研

究対象に扱われる全国の沿岸域・内陸域を漂白した民や集団が、その姿を消していった(沖

浦和光など)。これらの民俗的習俗や集団を、沿岸域・内陸域を問わず各地域の社会・文化

を構成してきた要素と捉えるとすれば、長期的な史的変遷の過程で姿を消していった、ま

た消えつつある文化的要素は現在でも少なくないと考えられる。宮古地域でも、2000年代

前半に、最後のイタコが亡くなって以降は、神社の神主により同様の祈願祭、漁業祭が行

なわれている。 

 防波堤や旧型のテトラポッドなど、昭和初期よりユニークな技術が使われた漁港を抱え

る重茂管内では、「ホンケ・カマド関係」(本家・分家関係)など、都市部に比べると土着的・

民俗的な地縁・血縁関係が現在でもみられる。漁業に特化し自給的な小規模農耕がみられ

る半農・半漁地域であり、高齢化率は圏域内では低く、岩手県下でも若年層が多い「漁業

先進地」・「独立王国」である(ヒアリング結果)。震災では各集落が孤立化し、外部との連

絡を遮断され、死亡者も出た。そのため重茂漁業協同組合は、震災後、漁船乗り合い・協

業化などによる漁業復旧、また関連施設の復旧、居住地の高台移転を進めると同時に、タ

ブレット端末を組合員に配布し、平時からの情報の共有化を図るシステムの構築を始める

などの「先を見越した」投資が行われている。狭小な低所部・狭隘な山間地に存する、昔

から漁業に特化した地域であり、常に堅実な先行投資(養殖漁業の導入、合成洗剤の使用禁

止や植樹活動など)や安定的経営が行われる風土が醸成されており、機動的かつ唯一的な復

興活動が行われている。 
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 「津波太郎」とも呼ばれ、過去に何度も津波の来襲で甚大な被害を出した田老管内は、

津波が来襲すると被害は甚大だが、外洋性の湾口にあたり、その海洋環境はワカメ養殖・

アワビの増養殖などに最適であるという結果を得た。漁業者ではなくとも住民に「恵みの

海」という意識は強く、アワビ・ウニのシーズンでは、家族総出で漁業の手伝いを行い学

校が休校となった話を聞いた。またサバ・アジなどをコンクリート袋一杯にもらい、住民

で分配するなど、自家消費行動もみられ消費率も高い。ウニ・アワビなど磯根資源だけを

漁獲し、陸(オカ)の仕事を専業とする住民(兼業漁業)も多い。昭和8年の津波被害後、当時の

村長の関口松太郎、また漁業生産組合では山本徳太郎などが中心となり、「100年の大計」

(地域計画)として低所部の市街地区画整理、防潮林の育成、現在では「万里の長城」と呼ば

れる防浪堤の建設が決定された。当時から集団高台移転の話が出たものの、自動車の少な

い当時は漁場への距離が遠いことや、また周辺の高台部が岩盤質であることもあり技術

的・予算的に困難を極め、高台移転案は採用されなかった。戦後の防浪堤建設後、高度経

済成長や人口の増加とともに、防浪堤内陸側から、沿岸の漁港側へ住居群の拡大が進み、

漁港の埋立・拡張整備とも並行して防浪堤の延伸・拡張整備が行われた。その過程で、狭

小な沿岸部に拡充の余地がなかった宮古管内の水産加工工場他が集積された、水産加工団

地が形成された。震災を受け、高台への集団移転が約80年越しに決定され、他にも低所部

背後の嵩上げ(商店街などの復興)、防浪堤の嵩上げ等が決定された。しかしながら、2年間、

復興まちづくり協議会は定期的に開催されているものの、広大に被災した低所部は居住禁

止区域に指定されたのみで、その活用方策等は明確化されていない。宮古市の居住意向調

査では、地区人口の半数近くが田老地区外に転居を希望する結果が出ており、復興過程に

おいて、集落の小規模化・高齢化が進行している。震災から2年が過ぎようとしているが、

一向に先の見えない苛立ち、また若年層の雇用を求めても求人がないこと、また従業員の

雇用を守ることや日々の暮らしに追われていること、まちづくり復興協議会で議論するこ

とも精一杯であり、「この2年で疲れた」、「震災前、合併前から地域の問題は変化しない

ままで、震災を契機に多数の住民が一気に離れていった」という声が多数聞かれ、住民の

疲労度や焦りは高まっている。 

 1993年北海道南西沖地震・津波で被害のあった奥尻島の復興行政担当者へのヒアリング

を行った。「ソフトとハードの側面から、とにかく産業振興・地域経済のことを考える必

要がある。特に奥尻島ではソフトの議論が足りなかったと考えている」、「震災からの復

興時には、水産物の付加価値を高めたかった。加工業はどうしても手作業が必要になるた

め、雇用の受け皿として有効な産業である」、「近年の20年ほどで、水揚げが半減してい

る。高齢化は顕著だが、儲けている漁業者は奥尻島で数人は見られるし、なおかつ若い」

などの結果を得た。復興の際には特に産業振興に関する議論を醸成する必要があり、地域

の文化を存続させる、また地域の伝統を継承するなどの意識は、集落維持・安定に結びつ

く史的担保に基づいた産業振興の議論を中核とした議論に収斂されるべきであると考えら

れる。奥尻島では復興需要に伴って建設業へ雇用が進み、復興後の漁業者数、また水産加
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工会社数が激減した。人口の減少は下げ止まらず、漁業協同組合の合併、観光客の減少、

外来イカ釣り船が本島側へ移るなど、震災を契機に社会構造が激変している。公共事業の

縮小から建設会社も合併・減少している。 

 宮古市でも高齢漁業者の廃業、引退という声を聞いたが、漁業の後継者育成や水産加工

会社の雇用維持に関して、ガレキ処理作業等の特例措置と同等の待遇を考慮する必要があ

る。水産加工会社・工場は48事業所あり、各事業所の地域雇用者は80名が最大規模である。

短期雇用者(女工・パートさん)の平均年齢は60歳ほどの高齢化が顕著であり、若年層は中

国・東南アジア人の水産実習生がほとんどである事も聞いた。また統計資料上は明らかに

はならないような、このお母さんじゃないといつもの味が出ない、売れないと言われる高

度な技能・技術を持った加工マイスターが存在しているという結果を得た。水周りの作業

なこともあり、どうしても俊敏性に欠けてくる高齢化は、このような技能・技術の伝承に

まで波及を及ぼすことを聞いた。また仮設住宅における高齢者の孤立、家族労働で子ども

を預けることのできる人がいない(孫を預かる高齢者がいない)などの問題が発生しており、

「都市部」対応型仮設住宅の間取りでは、対応できない場合がある。また放射性物質の検

出や風評被害がいつ発生するか非常に心配であるとの声も聞き、代替流通チャンネルの確

保をサポートするような施策も望まれる。漁業者の減少は必ずしも生産量・金額の減少を

意味せず、1人あたりの海面利用面積・範囲は広くなる。しかしながら、漁獲物の安定供給

が担保される重要な要素は、史的形成構造から考えても、背後の安定的な加工力・流通力

や、また市場への利便性、安定的な需要・消費量であると考えられる。震災前から、他三

陸沿岸部の背後水産加工力に比べても、宮古の加工力は低く(宮古市水産加工流通業復興計

画より)、「どうしても気仙沼や女川など仙台に近い沿岸域がうらやましく見える」という

ヒアリング結果も得た。復興の遅れや外来船の減少、廃業、建設業など他業種への転職な

ど、震災を契機とした漁業・水産加工力のさらなる弱体化が進む可能性がある。 

 

 宮古市は、平成19年に「サーモンランド宣言」を宣言している。その宣言では、 

「歴史的にも、鮭漁の起源は古く、また伝説、古文書により、鮭とひととの出会い、かか

わりが伝えられています。鮭を育んできた自然と人々の歴史とその心、それらを深く理解

し、大切にする市民が住むまち、これが本市宮古です。 

 私たちは、本市の将来像「森・川・海とひとが共生する安らぎのまち」を基調としなが

ら、鮭のごとく力強く活動するまち、心の豊かさやゆとりを実感できるまちを築くことを

決意し、本市全域を『サーモンランド』と呼ぶことを宣言します。」としている。 

 

 既述したように、サケやサンマ、スケトウダラは北海道を除く本州では1～3位の水揚げ

を誇っている(H22年水産統計年報：資料編に記載)。 

 しかしながら、『宮古市水産加工流通業復興計画H24』にも記されているように、 

 「平成21年度の全国平均のさけの単価は324円／㎏（水揚げ量224千トン、水揚げ高727億
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円）であるが、宮古市の単価は258円に留まっている。これは、当市における「さけ」の加

工品は低次加工品が多く、付加価値が低いことによるものであることから、高次加工に適

した機器を導入し、高付加価値化を図ろうとするものである。」とされており、全国平均

単価に比べ60～70円程度安価であり、低次加工による付加価値の低さに起因するものとさ

れている。このため、被災した水産加工流通業に対する復興計画では、水産加工機器を加

工工場へと導入するなど、高付加価値化を図る方針が採られている(市内水産加工業48事業

所の1／3に相当する16事業所に導入する予定)。 

 

 また、「とりわけ、全国の主要漁港と比較し、震災前から不足が指摘されていた「冷凍・

冷蔵施設」や「水産加工場」、さらに震災により使用不能となった「水産廃棄物処理施設」

や「荷さばき施設」などの水産加工流通施設の整備が必要です。」としており、各施設の

復旧整備を行うと同時に、冷凍・冷蔵施設や水産加工場の拡充方針を打ち出している。『宮

古東日本大震災復興計画』の推進計画においても、「宮古地域における取り組み」では、

「●漁港の復旧と水産業関連施設の再建  水産業の復興に向けて、海岸保全施設や岸壁

等の機能強化、航路・泊地、避難路等の整備、漁港用地等の嵩上げなどの漁港施設の機能

強化、水産業共同利用施設等の整備に対する支援を行うとともに、魚市場の機能強化を図

るなど水産業の基盤となる漁港の復旧と水産関連施設の再建を進めます。」と、各施設の

機能強化・復旧整備が行われる方針であることが記述されている。 

 

 次に、田老地区の住民に対するヒアリング調査の結果を以下に示す。 

 

・小さい街なので、とても強いコミュニティであった。漁業者ではなくとも、街の人に、

「恵みの海」という意識はとても強い。サバ・アジなど、あるときにはコンクリート袋１

杯にもらい、みんなで分配するなど、自家消費率も高い。今でもウニ・アワビなど磯根資

源だけを漁獲し、陸(オカ)の仕事を専業とする住民も多い。 

 

・ウニ・アワビの口開け日には、小さい頃から家族労働で舟に乗せられ漁業の手伝いをし

た。学校の授業がある日には、手伝う子どもたちはほとんどが欠席だった。先生もわかっ

ていて、何も言わなかった。もっと高齢の人になると、そのような日は、学校は休校にな

った(40代住民)。 

 

 さらに、 

・宮古の水産加工場は、分散して宮古港背後に存在しており、工場の拡充や加工団地化

を進めるにあたり田老地区が選定されてきた 

・宮古より田老の工場を拡充する方向(水産加工会社) 

・残渣処理施設がない(今は久慈市で処理) 
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・排水処理で経費がかかっている(宮古では個別で行なっている) 

・水産物の高付加価値化を目指していく方針を持っている 

・他所の水産加工会社が工場立地を考え田老へ聞きとりに来た 

 

とのヒアリング結果を得ることができた。 

 

 『宮古東日本大震災復興計画』の推進計画においても、「田老市街地」では、「移転跡

地は非可住地とし、漁業施設や水産加工施設を再配置するなど、水産業を始めとする産業

用地としての土地利用を促進するほか、公園などの公共用地としての利用を図ります。」

とあり、水産業を始めとする産業用地としての土地利用を促進する方針であることがわか

る。 

 さらに、岩手日報WEB版:2013年1月18日の記事から、 

「宮古市が A 商店と立地協定 堺市・アワビ加工販売 

 宮古市に進出する堺市の国産干しアワビ加工・販売最大手、A 商店の田老工場立地協定書

調印式は 17 日、市役所で行われた。宮古市の誘致企業は 5 年 4 カ月ぶりとなり、震災で被

害を受けた地元水産物の高付加価値化と雇用拡大が期待される。 

 協定書に調印した山本正徳市長は「三陸ブランドの知名度向上につながり波及効果は大

きい。早期操業へ最大限支援したい」と期待。社長も「いい製品を生み出し、雇用確保や

復興に貢献したい」と決意した。 

 同社の田老工場は水産加工団地の処理施設跡地に建設。3 月から工事に入り、アワビ漁期

に合わせて 11 月操業を目指す。当初計画では 35 人を地元雇用し、最終的には 55 人の採用

を目指す。」 

 とあり、香港への輸出や大都市圏の卸売市場に出荷されることとなるとしている。この

ように、企業誘致による田老水産加工団地への水産加工工場建設が決定している。 

 

 また、2013年2月1日付の水産経済新聞には、「サケ節、原料確保が課題」との記事が挙

げられている。水揚げ量がトップの地域である北海道においても原料の確保が課題となっ

ており、サケ節に向いた原料の選別・供給が不足していることがわかる。三陸のサケ(特に

シロザケ)がその原料に見合った種別かどうかは判断困難であるが、原料だけでなく、市場

ではサケ節需要が高まっており、市場における需給バランスが見合っているとすれば、水

産加工業におけるサケの高付加価値化や高次加工化を行なっていく妥当性があることがわ

かる。 
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・圏域機能の付加・育成に対する一提案 

 以上の結果を踏まると、田老の被災低所部の活用方策として、産業用地としての「水産

加工団地化」を提案することができる。具体的な施策としては、記述記事のような企業誘

致活動、また宮古の水産加工場に対して移動・移転をサポートするような誘導政策などが

考えられる。 
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図12．特性・固有性に基づいた各圏域機能(一提案) 

 

 過去の2度の大きな三陸津波では多大な被害者を出しながら、それでもなお「海の恵み」

を管内住民が得つつ集落が発達し、2011年の震災を経てようやく高台移転を行うことが決

定されている。また、「万里の長城」と呼ばれた田老の防浪堤(海岸保全施設)はTP14.7mに

まで嵩上げされることが予定されているが、「L1対応・L2対応の施設はいいが、仮に将来

L3が来るとするとどうなるんだ」との声を聞いたことからも(ヒアリング結果)、安全性を確

保・担保するためにも、被災低所部への盛土・嵩上げが必要となる(L1は発生頻度の高い津

波、L2は最大クラスの津波)。地域による企業誘致活動の促進や、移動・移転などの誘導政

策を採用するためにも、移転を望む企業・工場に対する安全性の確保・担保は、重要なコ

ミットメントとなると考えられる。 

 すでに検証した各圏域の特性・固有性、また集落の史的形成過程を踏まえると、現在の

漁業生産機能を堅持しつつ、田老管内へ「高付加価値生産機能」を付加し、要素連関構造

で抽出した「水産加工物生産量」を高めていく方針を提案することができる。 

 

 各被災地の復興にも見られるような、地権者との交渉などの問題が想定され、また地域

の極めて繊細な問題であることから、あくまでも一提案ではある。しかしながら、既述し
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たように「非限界集落」、「抵抗集落」の存在には公共投資が欠かせないこと、また集落

の永続性・持続性に対する中長期的なコミットメントが重要であることを考えても、田老

管内に高付加価値化生産機能の付加を行い、その機能育成を促す一方策が提案できる。地

元田老で水揚げされたサケ、さらに宮古に集積された地元・外来船が水揚げしたサケ・サ

ンマ・スケトウダラ・イカなどの水産物に対する高付加価値化・単価向上を目指す方針と

なる。宮古管内には、大型の冷蔵庫・冷凍庫を設置し、また娯楽・宿泊施設などの施設整

備を行うなど、集積・分配機能を伴った外来船招致型港湾・市街地を形成する。重茂管内

には、水産物鮮度保持や孤立化対策に資する陸路の拡幅・複線化(冗長性機能)整備が必要と

なる。管内では震災時に、孤立化だけではなく、背後商店が小規模なことから、米などの

生活物資不足が起こった。そのため、重茂漁協では震災後、タブレット端末を漁協組合員

に提供し、平時から情報の共有化を図るなどの「先行した」取り組み・投資がすでに行わ

れている。 

 上記した伝統的な地域食の商品化など、地域特性に裏打ちされた地域ブランド力の即時

発現が見込まれ、かつ安定的な雇用が見込まれる堅実な取り組みが史的に担保可能である。

創造的復興の名のもとに新制度・新産業創出などの議論がなされているが、上記した史的

形成構造、また地域ブランドに基づく議論なしの急進的なシステム・制度の更改は、現在

の社会構造・世相を構成している各要素の安定的な成立基盤を担保し得ない。奥尻島にお

ける被災復興前後の社会様態変化を考えても、特に震災復興の際には、史的な担保に裏打

ちされた産業振興を中核的な議論としながら迅速に進める必要があると考えられる。 

 各圏域の特性・固有性、また集落の史的形成過程を踏まえると、現在の漁業生産機能を

堅持しつつ、田老管内へ高付加価値生産機能を付加し、その機能育成を促す一方策が提案

できる。宮古管内には、大型の冷蔵庫・冷凍庫を設置し、また娯楽・宿泊施設などの施設

整備を行うなど、集積・分配機能を伴った外来船招致型港湾・市街地を形成する方策が提

案できる。重茂管内は、水産物鮮度保持や孤立化対策に資する陸路の拡幅などの整備が必

要となる。地震・津波が多いという三陸沿岸域の地理的環境から生まれた「気仙大工」の

技工・耐震技術を用いた市街地の形成・まちづくり、景観整備の推進、その際には地域林

業を活用した家屋・施設用木材の利用・優遇措置を行うなどの提案ができる。「南部鼻曲

がりサケ」のブランド化など、現代の世相・社会様態に適応しうるような、過去の産業資

本を基盤とした観光産業や水産加工業、まちづくりなど、交易効果が見込める施策が採ら

れることが望ましい。そこに観光名所である浄土ヶ浜や潮吹き穴、三王岩などの景勝地・

国定公園を組み合わせると、他地域との価値差別化が唯一的に可能な、地域ブランド力を

活かした施策につながる。 

 

 以上は、あくまでも水産・海洋からみた一提案であるが、前章にて考察したとおり、史

的観点に裏づけられた地域の形成要因や根本要素の把握なしには、地域の持続性･安定性は

担保･保証されず、また文化的影響も含んだ、歴史的必然性に裏打ちされた施策のみが、地
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域の合意と将来まで安定した圏域形成を獲得できると考えられる。 

 江戸時代の俵物制度時より続く三陸アワビ・サケなどのブランド力、また田老の「真崎

ワカメ」ブランド化、さらに重茂の「焼きウニ」など水産物ブランド化に対しては、官民

併せて、20～30年という持続的・継続的な資源育成・商品開発・販促活動などの取り組み、

投資が行われてきた。各圏域の機能を持続的に堅持・育成しつつ、確保された自然資源の

地域ブランド力を高めながら、景勝地と組み合わせた観光産業の推進、また農林業と組み

合わせた地域商品開発、また水産物の残渣処理物や林産物の間伐材を利用した再生エネル

ギー確保などの施策が採用されていくことが望ましい。また、高齢化・軽労化対策に資す

る、漁港・港湾の低天端高化整備や、被災コンクリートブロックを利用した磯根漁場の回

復、放射性物質・風評被害リスク軽減のための代替流通チャンネルの確保など、現状の課

題や予期されるリスクを軽減していく長期的政策が採られることが望ましいと考えられる。 

 三陸沿岸域を南北に貫く、三陸縦貫自動車道の開通が決定されたことで、確保された水

産物などの物流や、観光客など人的交流など人・物交流が変化し、また促進されることと

なる。しかしながら、結束される大都市・仙台方面へのストロー効果が予期されもする。

そのため、史的形成過程・構造の一要素である「市場への距離」にもとづいても、「復興

道路」として位置づけられ現在バイパス化が行われている、盛岡市と結束される国道106号

の遠近格差を縮小するような「高規格化」や、八戸・青森市方面との高規格化結束を見据

えた、高規格化道路の各地域間結束を、持続的・継続的・着実に行なっていくことも望ま

しい。 

 

・三重県尾鷲市の事例 

 三陸沿岸と同様のリアス式海外沿いに立地する三重県尾鷲市に本研究の手法・観点から

みた結果を示す。尾鷲市へのヒアリングによると、尾鷲市は12管内に区分される。また近

年、三重外湾漁業協同組合として遠隔地合併が行われたものの、近年までそれぞれの管内

において単独の漁業協同組合として組織・経営されていた(現在は各支所)。 

 

三重外湾漁協(須賀利） 尾鷲漁業協同組合 大曽根漁業協同組合 行野浦漁業協同組合 

三重外湾漁協(九鬼) 早田漁業協同組合 三重外湾漁協(三木浦) 三重外湾漁協(古江) 三

重外湾漁協(曽根浦) 三重外湾漁協(梶賀浦) 

 

 陸路による各地域間の距離が長く、狭隘で急峻な山間に塊状・列状密居が形成されてい

る漁業集落が多い。つまり、宮古市と比すると、尾鷲管内は宮古管内に近い機能を有して

おり、その他は重茂管内に近い機能を有している。現場調査でも、それぞれの管内に小・

中学校跡が見られた。 

 岩手県宮古市と比しても、高齢化率は高い値となっており、高齢化が急速に進行してい

る地域となっている。 
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(尾鷲市H23統計書) 

 

 歴史的に見ても、中世にはいわゆる「海賊」の根拠地となり、また江戸時代には大坂～

江戸を航行する樽廻船などの廻船の風待ち・波待ち・船待ち港として、海路で結束されて

いた。移出品は、水産物・林産物(尾鷲ヒノキ、木炭)・石材などであり、米などの生活物資

は海路により外部から移入していた。以来、鉄路開発・内陸道路の整備などが行われたが

蒸気船や巡航船により西は大坂、東は松坂・津まで海路(沿岸航路)で結束されていた。しか

しながら、2012年に尾鷲～須賀利間を結ぶ最後の巡航船が廃止され、海路による都市・集

落間の連絡は見られなくなった(須賀利は、1982年に三重県道202号(須賀利道路)が開通する

まで自動車で訪れることが不可能であった。)。 

 

 漁業は、沖合ではカツオ一本釣、マグロ延縄、底曳網、まき網など大型漁業(尾鷲・三木

里など)、また大型・小型定置網、敷網、カゴ漁業、またイセエビの刺網などが各管内で行

われるなど、南方系(暖流系)の多魚種漁獲型となっている。北方系回遊魚であるサンマの回

遊最南ルートに位置し、サンマ漁獲も行われる。養殖漁業では、ブリ・マダイ養殖が行わ

れている。また、水産加工品の特徴として、南方系の酢文化の影響や温暖多湿で風が強い

気候などの自然条件から、サンマ寿司・みりんを利用した干物・マグロの角煮など、高次

加工品が高度に発達している。さらに、水産加工会社は尾鷲に集中しているものの、各管

内で主に女性の手によって小規模・繊細な加工が行われていることが特徴である。サンマ

寿司などは各管内で味が違うという話を聞くことができた(ヒアリング結果)。 

 熊野三山への参詣道である、いわゆる「熊野古道」が、2004年にユネスコの世界遺産と

して登録されており、観光客の招来施策が打ち出されている。また、遊漁船を兼業とする

漁業者が多く、また都市部から海水浴客やダイバー客が訪れる。 

 1944 年に熊野灘、尾鷲市沖 20km を中心とする震源で発生した東南海地震および津波の

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3
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被害があったが、戦争末期という時期からも情報の遮断が行われ、記録は少ない。またそ

の後、1945 年には三河地震、1946 年には昭和南海地震により被害を受けている。このよう

な経緯から、住民の防災意識は決して低くはなく、高台の神社などへの避難路(階段)が整備

され、また低所部には避難ルートを示す避難看板(安全誘導施設)も随所に見られ、高台に住

居を構えている比率が高い。しかしながら尾鷲については宮古市の宮古管内同様、沿岸域

には港湾を抱える尾鷲川沿いの平地を利用した漁業関連施設が多く、津波震災時には甚大

な被害が予想される。また他漁業集落群については、宮古市の重茂管内同様、震災時には

孤立化の危険性が高い。また高齢者が多いことから、急峻な避難路では避難の遅れが心配

されることや震災時には医療・福祉の充実が望まれる。沿岸域背後施設・家屋の高台への

移転や緊急物資備蓄倉庫の設置、また衛星電話の設置などの孤立化対策などが望まれる。 

 

・想定される南海トラフ地震 

 内閣府が2012年8月29日に発表した、南海トラフ地震の、被害が最大となるケースでは、

マグニチュード9.0～9.1の場合、浸水面積が1,015平方km(東北地方太平洋沖地震の約1.8倍)、

浸水域内人口は約163万人(東北地方太平洋沖地震の約2.6倍)、死者・行方不明者は約323,000

人(東北地方太平洋沖地震の約17倍)、建物被害(全壊棟数)は約2,386,000棟((東北地方太平洋

沖地震の約18倍))と想定されている(内閣府『南海トラフ巨大地震の被害想定について』

2012.8.29)。 

 

 

 

 また、この想定発表を受け、毎日新聞 2012 年 8 月 30 日付けの記事では、今後発生が予

想される南海トラフ地震による経済被害について「損失 50 兆円規模か」とし、以下のよう

な記述されている。 
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「南海トラフ地震（その２止） 損失５０兆円規模か 企業の中枢機能、集中 

 南海トラフ巨大地震は、「太平洋ベルト地帯」と呼ばれる日本経済の中枢を直撃する。中

部から近畿地方にかけては、自動車や電機メーカーの本社や主要工場が集積し、東名高速

道路など日本の東西を結ぶ大動脈が貫く。物流やサプライチェーン（部品供給網）が寸断

されれば、甚大な経済被害が生じそうだ。 

 「（住宅や生産設備、社会インフラなどの）直接被害は、40 兆～50 兆円規模になっても

不思議ではない」。地震の経済被害に詳しい一橋大大学院の佐藤主光教授は、南海トラフ巨

大地震の被害をこう見積もる。内閣府は、東日本大震災の直接被害を 16.9 兆円と試算する

が、同震災の被災地域の経済規模は、日本の国内総生産(GDP)の 6％。これに対し、南海ト

ラフの被災地域の経済は GDP の 2 割超を担う。 

 影響は被災地の直接被害にとどまらない。近畿はパナソニックなどの家電大手、中部は

トヨタ自動車などの本社や主要工場が集積。伊勢湾と大阪湾の沿岸地域には、製鉄所や化

学コンビナートなどの生産拠点のほか、火力発電所や液化天然ガス(LNG)受け入れ基地など

のエネルギー施設、自動車や航空機部品などを輸出する物流拠点がある。サプライチェー

ンの要である主要工場が被災して生産が滞れば、被災地外の多くの工場に影響が及ぶ。地

震や津波で発電所や港湾の機能が失われれば、電力や物流などの社会インフラが広範にス

トップしかねない。 

 東日本大震災では、被災した工場や営業所に対して、東京などの本社から人材や物資を

投入して復旧を進められた。しかし、南海トラフ巨大地震で本社の指揮系統が被災すれば、

復旧が遅れる懸念がある。震災対策を進めるトヨタの幹部は「本社の被害が限定的でも、

従業員が被災すれば復旧作業は大きく遅れる」と心配する。 

 内閣府は経済被害の想定を今秋にも公表するが※注、「東日本大震災よりも、生産や物流へ

の影響は大きくなる」（経済官庁幹部）との見方が強い。佐藤教授は「経済被害の軽減には、

日本海側や北海道、九州に経済拠点を分散させる必要がある」と指摘する。」とある。 

※注：延期されており、2013年2月時点では未発表 

 

 以上のように、今後想定される南海トラフ地震では、自動車や電機メーカーの本社や主

要工場、製鉄所や化学コンビナートの生産拠点、エネルギー施設、物流拠点などが集積し、

東名高速道路など日本の東西を結ぶ大動脈が貫く日本経済の中枢、いわゆる「太平洋ベル

ト地帯」に甚大な被害をもたらすこと、また東日本大震災の被害を大きく越える人的・経

済被害が予想されている。また、このように大きな被害を受けることが想定されるため、

「経済被害の軽減には、日本海側や北海道、九州に経済拠点を分散させる必要がある」と

も指摘されている。 

 

 この指摘は、国土計画の観点からみると、基本目標を「多極分散国土の構築」と謳い1987
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年に策定された「第四次全国総合開発計画」(いわゆる四全総)を想起させる。多極分散国土

とは、「安全でうるおいのある国土の上に、特色ある機能を有する多くの極が成立し、特

定の地域への人口や経済機能、行政機能等諸機能の過度の集中がなく、地域間、国際間で

相互に補完、触発しあいながら交流している国土」であるとされる。1988年には多極分散

型国土形成促進法が制定され、国の行政機関等の移転の促進や、振興拠点地域の開発整備

等が進められた。南海トラフ地震に対する防災・減災対策として、人的被害・経済被害の

軽減を図るためにも、いわゆる太平洋ベルト地帯からの人的・経済的「分散」の促進およ

び振興拠点の再整備という概念・方針は、甚大な被害が想定される震災対策としても、重

要なコンセプトとなると考えられる。このようなコンセプトは、「国土強靭化基本法案」(自

民党:2012)や、「防災・減災ニューディール」(公明党:2012)などでも謳われているが、企業

のBCP(事業継続計画)を活用した日本海側や北海道、九州などへの事業機能拠点の移転や政

策的誘導を促進していく必要があろう。また、例えばI・Uターンの促進など人的交流によ

る分散化や、既述した宮古市田老にてみられたような、受け入れ先地域からの積極的な企

業・人材の誘致（宮古市田老であれば水産加工会社など）を支援・促進する政策も考えら

れる。そのためにも、減災にも人的・物的交流の促進にも関わる投資・整備が必要となる

と考えられ、既述したが、宮古市では宮古～盛岡間道路(現在の106号)の高規格化やさらに

は八戸・青森方面への三陸縦貫道の延伸などが必要となると考えられる。また、尾鷲市で

は、現在整備が検討されている紀伊半島を一周する高規格化道路(紀勢自動車道の延伸・結

束など)の早期整備により、名古屋・大坂・和歌山方面への移動時間短縮・利便性向上を図

ることが望ましいと考えられる。沿岸域の水産都市・漁業集落からみても、市場へのアク

セス性向上や生産物鮮度の向上、I・Uターン者の増加、企業誘致促進にも資すると考えら

れる。 

 

 また、近年、海洋政策の一元化、海洋の開発・利用や環境保全、安全確保などを謳った

「海洋基本法」が施行され、「海洋基本計画」が策定された。このなかでも扱われている、

利用が期待される海洋資源の1つとして、メタンハイドレートが挙げられる。日本経済新聞

には、平成25年2月5日付の記事に、埋蔵量調査や試験産出などの開発が全国的に加速化し

ており、また日本海側の1府9県は、2012年9月に、「海洋エネルギー資源開発促進日本海連

合」を立ち上げたという記述がある。 
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 調査・試験産出段階であるため、産出方法や利用形態、採算性などは未知数であろうと

考えられる。アメリカ合衆国では、1990年代から新しい天然ガス資源として重要視される

ようになった、いわゆる「シェールガス」(シェール層からの石油や天然ガスの採掘)の開発

投資に30年という年月をかけ、その後2000年代前半に入り、水圧破砕法や水平坑井掘削法

などの採取技術の確立から近年商用化が可能となり、世界のエネルギー利用の様態変化を

起こす「シェールガス革命」が起こりつつあると言われている。このことからも、メタン

ハイドレートの商用化・利用には長期的な開発・投資が行われる必要があると予想される。 

 宮古市田老の「真崎ワカメ」や重茂の「焼きウニ」に関しても、ブランドネームがつけ

られて以降、ワカメ対応型漁港整備、市場に対する販促活動、またISO14001の取得やトレ

ーサビリティシステムの導入など、ブランドネーム向上に対して官民併せて、20～30年と

いう持続的・継続的な取り組み、投資が行われてきた。 

 上記新聞記事に示される埋蔵可能性のある海域範囲には、奇しくも高齢化・少子化が指

摘されている地域の沿岸域が多く該当している。上記記事にもあるように、メタンハイド

レートの開発・利用に関して、日本海側の1府9県は、2012年9月に「海洋エネルギー資源開

発促進日本海連合」を立ち上げているが、将来的な拠点施設の形成、産業・雇用の活性化

につながる可能性があると記述されている。商用化が可能となった場合、図8・9に示した

集落形成・維持の連関構造を司る、最も入力部であると考えられる「自然資源」要素から、

「水産資源以外の資源量(採集・鉱物)」要素へと連関関係を持つクリティカル・パスが大き

く開かれることとなり、他要素の連関関係を考えても、関連産業における雇用の確保など

が予想され、集落・都市規模の維持・安定に資するとも考えれらる。 
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 国土政策の観点から見ると、全国沿岸域に位置する水産都市・漁業集落は、「食料・エ

ネルギー」の供給地域として位置づけることができる。水産物・農産物・林産物・鉱物資

源(石材)などの自然資源の活用方策と併せて、長期的・持続的・安定的な視野・視角からみ

た計画・投資・整備が望まれる。図10で示したような、原初的な史的構造を堅持しつつ、

社会様態・構造が次代のフェーズへと更改が行われていくこととなる。水産資源の回遊性

を考えても、震災で甚大な被害を負った三陸沿岸は、今後想定される南海トラフで被災す

る可能性のある三重県・和歌山県のサンマ・カツオ漁船の避難港や水揚げ・集積港として

も機能し、また背後の水産加工力によって、生産された水産加工品、農産品などを即座に

救援物資として被災地に届けることが可能な食料供給基地ともなりうる。 

 震災を受け、三陸の港湾・漁港が被災し、水揚げが困難となったことから、サンマ漁船

では北海道釧路港・根室港へ水揚げが集中し、冷凍・冷蔵庫（保冷施設：ストックヤード）

がパンク状態、流通の捌け口がなくなり、魚価が下がるという問題が起こった。またイカ

漁船でも同様の事例が起こり、八戸港や特に函館港背後の水産加工会社（特にイカ塩辛会

社）の人手不足、供給力不足が問題となった。震災は不確定要素が多分に含まれ、イレギ

ュラーであるものの、平時より分散型供給体制、また過剰供給対応型受け入れ体制を構築

しておくことが望ましく、港湾・漁港背後の加工力育成・維持に配慮する必要がある。北

海道においても、北海道東方沖地震・津波、また十勝沖地震・津波のリスクがある。 

 尾鷲市を例にとっても、南方系(暖流系)漁業は他魚種漁獲型漁業であり、また水揚げ後は、

酢文化や味醂文化に裏打ちされた高度で繊細な水産加工が行われ、多種多様な高次加工水

産物が生産される。高齢化の進行とも考えあわせると、これらの漁業力・水産加工力が被

害を被った場合、復旧・復興は大変困難なものとなると予想される。そのためにも、水産

物の水揚げや集積などの代替機能を持ちうる三陸沿岸地域の早期復興が望ましく、また今

後被害が想定される地域への防災・減災対策にも資する。 

 史的にみても、宮古市の鍬ヶ崎を開拓した山根一族は元亀年間(1570～1573)に「紀州」か
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ら移住したと伝えられ、山根町にその名が残る。今も地域の漁業祭などで信仰を集める熊

野神社は、もと山根一族の氏神として祀られ、2011年の震災では避難所ともなった。さら

には、南部藩や仙台藩が「紀州」から漁業者を招来し、カツオ節生産技術を伝授された事

実もある。また尾鷲市小脇町の山麓には塩竃神社があるが、中世に奥州塩竃(現宮城県)より

移住した森本氏が勧請して祀ったといわれる。このように、三陸～紀州間には、海路が結

束してきた交流がみられる。 

 少子化・高齢化が進行している尾鷲市の早田漁業協同組合では、漁業後継者の確保を目

標に、特に都市部を中心とした積極的なPR活動等により、就業・体験研修会などが開催さ

れるなど、毎年数名の人材が確保されている。しかしながら、「不便」や「僻地」などの

声が挙がり、5年ほどして都市部へと帰ってしまう現象があることを現地で聞くことができ

た(ヒアリング結果)。現在における内陸側の道路も、都市や他地域との遠近格差ができるだ

け生じないレベルの高規格化道路による結束、また投資・整備に関係する長期的・持続的

なコミットメントがなされることが望ましい。 

 

 以上、本研究で検証したように、沿岸域では、水産･海洋を基盤とした施策をとっていく

ことが唯一望ましい方策･方針であることを提言することができる。高度化・複雑化した社

会構造を抱え、また地域的課題を拡散的に抱えた現在であるからこそ、課題解決テーマの

優先順位の序列化や、根本的テーマの検証を行い、そのテーマを中核に据えるような形で

の複数テーマの提示を行う必要がある。史的観点に裏づけられた地域の形成要因や根本要

素の把握なしには、地域の持続性･安定性は担保･保証されない。文化的影響も含んだ、歴

史的必然性に裏打ちされた施策のみが、地域の合意と将来まで安定した圏域形成を獲得で

きると考えられる。 
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・宮古港港勢、宮古魚市場・田老市場水揚げ数量(p50) 

・宮古市・尾鷲市・奥尻島ヒアリング結果(p55，p63，p66) 

・参考資料(p68) 
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品目別漁港別用途別出荷量(水産物流通年報H22年より) 
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(H22実績「宮古の水産H23」より) 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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三重県尾鷲市 須賀利地区 高台の普済寺より 
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宮古市におけるヒアリング調査結果    12年11～12月、13年2月 

 

漁業者ヒアリング結果 

 

・田老北部地区、重茂半島周辺では半農半漁型の生産活動が行われている。 

・震災時、海ではワカメ・コンブ養殖に使用する船やロープ・網などの漁具を流され、周

辺海域で行われている3月中旬からのワカメ・コンブ養殖への影響が大きかった。 

・陸では田畑が海のヘドロ・泥による耕作地への影響を受けた。 

・高齢で、震災を機に漁業から身をひく覚悟が決まった。息子・孫と一家でワカメ・コン

ブ養殖業を行っていたものの、孫(28歳)は震災の影響から違う職業についた。 

 

・田老町漁協管内では平坦部に背後集落がある漁港は摂待漁港・田老漁港しかなく、他の

地区は高台に集落があるため家屋への影響は少ない。また摂待漁港周辺の関連道が整備さ

れる前には徒歩により宮古市街地まで赴いており、片道6時間かかった。このように、生活

圏は昔から宮古市とともに近接(北側)の岩泉町茂師漁港であり、6～70年前は馬による商い

が活発であった。 

 

・ガレキ処理作業は大規模で、周辺の住民が協同で行った。特に女性部の力が大きかった。

漁業は協同で乗り合いから始めた。 

 

A水産加工場(宮古)ヒアリング結果 

 

・三陸地域には、明治20年創業で4代目の会社、また大正期創業の会社など、歴史のある商

店・会社も少なくない。 

 

・昭和の津波では年商の3倍の被害、洪水や台風など、宮古の沿岸は元々水の被害を受けや

すい。昭和津波後はアナログな時代だったから復旧してすぐに生産・加工に取り組むこと

が出来た。これだけ水産加工も漁業も設備が機械化して大型化すれば、災害後の設備投資・

修理などで大きな投資をする必要がある。 

 

・宮古に本社があり、田老の水産団地に加工場がある。すぐに復旧の方向性を手順立てた。

本社は小ロットで小加工の水産加工の方向（小規模）。田老工場は拡充方向でいく（大規

模）。従業者は田老住民が多い。 

 

・本社は復興グループ企業補助金で今後再開予定 仕事がないと食べていけない。 
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・従業者雇用 若い人はなかなかいなくて高齢化は顕著だが、一時的であれ解雇はしなか

った。田老工場は浸水程度ですみ、一ヶ月で再開できた。しかしなかなか人が集まらなか

った。本社は壊滅状態。盆明けぐらいから仕事になり、サンマは間に合った。 

 

・明治時代には、イワシまき網、つきんぼ、トロールなどの漁業。 明治、大正のあたり

に動力船が発達。ニボシ、魚粕、フィッシュミール、魚油（林業時の山から材木を運ぶ際

の油にも使用していた） 

 

・昭和の始めより、ラサ工業で銅や鉄鉱石→田老より鍬ケ崎(宮古)へ鉄柵で運ぶ→トラック

で宮古工業→港湾より移出、という構図で銅や鉄鉱石が移出されていた。 

 

・サケ漁業については、北洋サケ・マス→サケ・マス延縄→サケ・マス流し網→大型定置

網という流れがある。流れ魚については、イワシ・サケなど、資源変動や消費側の需要な

どに合わせて漁業が成立してきた。 

 

・歴史の知恵 宮古新川町・向町・本町地区には昔ながらの土蔵が多い。格子状の門扉を

周囲に張り巡らせて、津波の引き波の際に中の物をシャットアウトする構造になっている。

今回の津波でも昔に使っていたキリン（イワシ魚油を搾るジャッキ）や木造船などが残っ

た。 

 

・宮古新川町・向町・本町地区で被害にあった場所の地価が下落している。 

 

・ノルウェーやチリなどから輸入品がどんどん入れられているが、日本人の口にあうのは

やはり「日本近海」のものではないか。 

 

・日本人にはやはり日本の魚を食べてもらいたい。国策としてエネルギー、食料の自給率

を上げる必用があるのではないか。国家の独立、存続の問題として。機械・工業製品ばか

りではなくて、輸入の規制をかけるなり対策を考えて欲しい。国土政策・地域政策につい

ても、単純過ぎる話はやめて、日本人にあった自然や食料などを見極めたうえで、中長期

的ビジョンをもって深い話をして欲しい。 

 

・冷凍サンマを中国へ輸出していたが、放射性物質の風評被害が心配。また尖閣列島の問

題が心配である。 

 

・年々、サケの卵の数がどんどん少なくなっているように感じる。昔は3,000粒だったのが、

近年同じサイズのものでも2,400粒ほどしか入っていない。環境問題の影響なのか種の保存
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活動の問題なのか。 

 

・冷蔵庫・冷凍庫は処理能力が向上して、供給（漁業生産）が追いついていない。 

 昔は500本／日 → 今は500本／2時間 

 

・閉伊川（宮古市街地を流れる基幹河川）の河口に水門を造る計画が持ち上がっており、

閉伊川沿いの土地が利用できなくなっており、大変困る。 

 

・三陸縦貫道 田老については浜に近く、ICが2箇所作られる計画になっている。宮古につ

いては浜から遠い内陸側に作られる計画。内陸側が発展していくのではないか。 

 

・ご先祖さんは、過去、何回も何回も災害から復旧・復興してきた。このままだとご先祖

さんに顔向けできないという思いがある。そのため、できれば源地復旧したいのだが。消

防団も市民・町民も津波に対する認識・意識は高い。津波は逃げるが勝ちだろう。 

 

・産地間競争 サンマに関して、外来船が魅力のある港に移っている。近年、大船渡・気

仙沼・女川、南側への移動が多い。 

 

B水産加工場(宮古)ヒアリング結果 

 

・8月からのサンマにあわせて必死でガレキ処理等を行った。商売ができなければ生活がで

きない。本社・宮古工場は大打撃。田老工場は水産加工団地にある。停電程度ですんだ。

当日はイサダアミの作業を行なっていたが、みんな山に逃げた。 

 

・騒音や臭いの問題もあり、高台側から港側へ移った。その後、水産加工団地が出来てか

らは田老に工場を作った。 

 

・港の岸壁は地盤沈下したもののサンマは揚げることができた。サンマを揚げてくれるこ

とができ、本当に助かった。 

 

・田老工場は一番古い工場で老朽化しているものの、2010年に新規冷蔵庫を導入するなど

新しく設備投資する方向。震災後に保管・委託を頼まれたりした。今後も田老工場は拡充

の方向を考えており、事業縮小も考えていない。供給量さえあえば、タコの高次加工を考

えるなどしたい。震災前から考えていた。 

 

・従業員、パートさん（女工さん）は田老、宮古周辺地域でほとんどの雇用となっている。
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2011年には従業員の新規採用も行った。 

 

・パートさん（女工さん）は高齢化が顕著となっている（平均60歳ほど）。20～30名、中

国人実習生が6名ほどで、最盛期には80名ほどの雇用が必要となる。ベテランさんなので特

に震災後は助かっているが、どうしても水物なので寒く、高齢者だと体にガタもくる。新

規さんは募集をかけても来ず、外国人でも良いので待遇の改善を考える必要がある。 

・漁獲量、また施設の大型化に併せて、短期間で済んでしまう時期（11月）は年々減少傾

向にあり、10名に満たない時期もある。しかしいくら施設が進んだとしても、人の手はど

うしても必要である。 

 

・募集をかけたが、パートさん（女工さん）は2011年に比べると10名少ない。遠いところ

だと茂市（岩泉）から来てもらえる。今年は全体的に小サイズでよかったが、2011年の作

業量だと間に合っていなかった。 

 

 生鮮サンマに関して、8kgロット（大口ロット）が重すぎる・大きいという要求があり、

ニーズに合わせて5～6年前から4kgロット（小口ロット）にしているが、運送費・人件費が

高いのが問題である。最近は2kgロットという話もある。 

 

・残渣処理、排水処理、海洋深層水 

・宮古・田老には残渣処理施設がない。久慈市に持って行っており、コスト面で経費を圧

迫する。残渣処理施設は水産業者の願い。 

・宮古側では、廃水処理は各会社が行う必要があり、コストとしてのしかかっている（宮

古漁協から借りている）。排水処理だけ、終末処理場は動かさない。港側を水産加工団地

にするなど、共有化・集約化を願っているが・・。水道代、排水処理代はコスト。 

・平成13年から建設会社が海洋深層水を始めた。宮古の660m沖から取水しており水温は2℃。

サンマの鮮度向上、豆腐や菓子作りなどに利用されており、また塩づくりも行われている。

付加価値化を進めようということで清浄水に利用している。 

 

・加工品と時期 

 沖合底びきは9～6月、スケソ、赤魚。中層トロールでイサダアミ漁が行われる。 

 サンマは生鮮、冷凍・冷蔵。サケは荒巻、塩引き、フィレ、イクラ。タコは煮ダコ。他

にもイカや赤魚、イサダアミ、メカジキ（丸、切り身、フィレ）などいろいろとある。漁

獲量は年々減少傾向にあり、昔は年中仕事ができ、特にサンマは3ヶ月できたが、年々短く

なっていっている。漁獲物も小サイズになっている傾向にある。サンマは大サイズは生鮮

用として、小～中サイズは他の漁業エサ用として出荷する。 
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・宮古に廻船問屋は4～5軒ある。主としてサンマ外来船で、カツオ船は入らない。過去に

一軒あったが、エサの確保が課題であった。 

 

・2000年～2002年からサンマ外来船が減少傾向にある。特に女川などの南側に移っていっ

ている。水産加工会社も大きく、背後に宿泊場所、食料の買い出し場所（問屋）、花街も

ある。宮古にも昔は銭湯や食事ができる宿泊場所などがあったが・・・。宮古には大きな

水産加工会社がなく（冷凍会社：5～6社）、処理能力の面で負けるのだろう。外来船誘致

策はどうしても行政のバックアップが必要となる。気仙沼、大船渡、女川など南の方は、

一生懸命にやってくれていいなと思ってしまう。 

 

・職場は港側、各家は高台という、「職住分離」でよいのではないか。高台移転ばかりが

優先されて、海側、港側の産業振興策が十分考えられていない。 

 

田老町漁協へのヒアリング結果 

 

・フィッシュミール 汚水が出て、臭いも大変だった。町中にまわってくるほどであった。 

・残渣処理施設（終末処理場）は宮古漁協が持っているが、動かしていない。原料が足り

ないので、採算が合わないのであろう。宮古市だけではプラントが持てないのではないか。 

 

・漁協の経営は、S30年代までは苦しかっただろう。それから高度経済成長、200カイリ減

船などがありつつ、サケ・マスの孵化放流やワカメ養殖の発展など「つくり育てる」漁業

への転換がある。特に、この地域は、遠洋漁業の船頭さん、乗り子さんの供給地として有

名であった。 

 

・漁港背後の復旧・復興については、今までの組合積立金や災害復旧事業補助金などを利

用して、漁港背後にはワカメ・コンブ養殖、定置網などの漁具保管施設、番屋（定置網保

管、作業者休憩施設など）、魚市場、ワカメ加工場、給油所、製氷貯氷施設など、急ピッ

チに復旧・再建を行なっている。 

 

・漁業は震災後、大変な時期から、組合員の漁船乗り合い（協業・協働化）など試行錯誤

をしながら、現在まで復旧作業を行なってきた。出漁可能な漁船でアワビなどを採捕し、

水揚げ金額は各世帯で均等配分する措置。 

 

・漁業・漁家経営の廃業を避けるためにも、再開のための資金負担を軽減し、最低限必要

なものは漁協が整備してきた。また今後は、若い漁業者とのギブアンドテイクで、高齢漁

業者が若年漁業者に技術を教え、肉体労働は若年漁業者に助けてもらう形態が望ましいと
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考えている。 

 

・心配な点 

居住環境の変化、水揚げ量の減少に伴い、産地としての競争力を維持できるのか、自営加

工場の原料を確保できるのか、さらには漁業を続けられるかどうかまでが心配である。 

 

・サケは3～5年で母川回帰してくる。田老の水揚げで重要な位置を占めるサケだが、震災

時に孵化放流された種が震災の影響で帰ってくるのか、確実な漁獲を見込むことができる

かどうかがとても心配である（2015年ごろだろう）。水揚物から検出されないか、また風

評被害で干鮑の価格が低下しており、秋サケの中国への輸出量減少が非常に懸念される。

放射性物質の風評被害で中国への輸出がどうなるか。 

 

・アワビ・ウニの陸揚げに関しては漁連の共販体制で入札にかける。 

 

・S49年に「真崎わかめ」のブランドネームをつけ、H20年には地域団体表彰により認めて

もらった。市場に赴いて土日に販売会を行うなど、長年の地道な販促活動により、徐々に

シェアを拡大しつつ、ブランド化にこぎつけている。 

 

・養殖ワカメの販売先シェアとして、宮古市の漁協はS50年以降、生協連合会や生活クラブ

生協などに販促活動を行なってきた。他にも首都圏の大型量販店などが活用してくれてい

る。 

 

・高次加工、高付加価値化に関しては、サケなどのヒレものは漁協自営で行うことはリス

キーだと考えている。これまで力を入れてきたワカメを中心に行いつつ（背後のワカメ加

工場を活用しながら）、アワビ、コンブなど採介藻ものの味付き加工や弁当などを考えて

いきたい。 

 

・田老市場でサケのセリに来る業者は宮古の業者だけではなく、遠いところでは気仙沼の

業者もいる。 

 

・田老には清浄海水取水施設がある。清浄水として利用でき、被災した低所部を産業用地

として活用する方向が良いのではないか。低所部は、コンブなど水産物の共同乾燥場・干

場としても利用できる。震災後、サンマ加工業者が工場用地を探しに、聞き取りに来た。 

 

・現状ではなかなか手がまわらないが、少子高齢化が進んでいるため、若い組合員を呼び

込んでいきたい。技能習得には2～3年かかるため、まずは漁協自営の定置網乗り子などで
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自営化・協働化の訓練から始めるような、また高齢者が指導者になってもらえるような漁

業研修プログラムを作って行きたい。そのためには行政や教育機関などでのバックアップ

が必要となる。このようなプログラム・施設などは八戸にはあったと聞いている。 

 

・お嫁さん対策なども必要であろう。若い男の人は漁業者、お嫁さんは加工場で、親が子

どもの面倒をみるなど、昔ながらの家族労働形態が一番合理的で浜にはあっている気がす

る。 

 

・外来船、大型漁業を抱える宮古と、田老・重茂に関しては、漁業経営や地域スタイルの

違いもあり、どうしても考え方に相違点がある。 

 

・田老からみて北にあたる岩泉町 小本⇔田老の住民の行き来は特に活発ではないが、組織

間（組合など）で交流はある。田老・岩泉小本・田野畑・普代で下閉伊北部漁協協議会を

組織化している。また、田老管内ですら、最北の摂待と田老側では方言が違う。内陸交通

がまだまだ不便で、沿岸部を船で行き来していたころから差異は生まれてきたのだろう。

蒸気船のころは宮古まで1時間20分、旧道（沿岸部）が出来た頃は木炭車のバスで1時間10

分、そして今の45号新道が出来て拓けた（20～30分）。 

 

教育委員会へのヒアリング結果 

 

・宮古は、俵物としてアワビ、ナマコを移出していたころからの発展。特に南部藩の藩港

として指定された。海路によって交易・交流が行われ、東廻り航路、江戸への航路によっ

て。そこから干鰯、魚油などイワシ漁業、さらには北洋サケ・マス漁業の基地港として発

展してきた経緯がある。 

 

・南部藩の基地として影響があり、宮古全域において、藩の宗教である曹洞宗のお寺や檀

家さんが今でも多い。 

 

・特に自営業、農業、林業は少子高齢化が顕著で、特に内陸部（川井・新里地区）は空き

家が増えている。10年前から子どもがいない状態。林業では1,000円～2,000円／本、農業で

はダイコンが100円／本という話を聞いたことがある。近年は、道の駅や無人販売が行われ

ている。 

 

・明治前までは修験道、山伏がいた地域で、近年までイタコさんもいた。明治になって修

験道廃止令が出ている。イタコさんはH9年には少なくとも4名いたが、そのころには70歳を

超えていた。憑依・託宣など、神様の言葉を語るシャーマンとしての存在であった。遠洋
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漁業のころは奥さん方が夫の大漁・安全祈願・航海安全を祈るためにイタコさんを招き拝

んでもらっていた。今では地域の神主・宮司さんが同じような役割を果たしており、船に

神輿をつけ漁港をまわるなど、各地域で、お神楽やお祭りなどが行われている。 

 

・水揚げが多い年、稼ぎがいい年などは祭りの規模が大きくなる印象がある。 

 

・重茂などでは、ウニ・アワビなど磯根資源は何kg採ったかが評価される。少ない人など

は「山人」（やんもうど）と呼ばれ、からかわれるような競争原理が働いている。しかし

ながら一回陸にあがってしまうと協働体となり、植樹活動、清掃活動などとて強い協調関

係となる。清掃活動、沿岸保全活動など、地域では婦人部の存在も大きい。 

 

住民へのヒアリング結果 

 

・震災後、リーダーの不在が顕著である。リーダーの資質を持つ若者や知恵者はいるもの

の、各人が、津波の被害などによる精神的・経済的な披露がつらい状態である。漁業者だ

けではなく、みんながいっぱいいっぱいの生活をしている。 

 

・とにかく先が見通せないため、今回の震災復興で雇用を増やしたいと思っても若い人が

なかなか集まらない。 

 

・地域の本質的な問題(高齢化や少子化など)は震災によって始まった問題ではない。大半の

住民が他所へ移りたいというアンケート結果を知ったが、残った住民からすると、ショッ

クも隠せないものの、「やっぱり」、「ついに問題が表面化したか」という感じを受けて

いる。 

 

・40～50代：ウニ・アワビの口開け日には、小さい頃から家族労働で舟に乗せられ漁業の

手伝いをした。学校の授業がある日には、手伝う子どもたちはほとんどが欠席だった。先

生もわかっていて、何も言わなかった。もっと高齢の人になると、そのような日は、学校

は休校になった。今は子どもたちに海に親しむ場がないのではないか。 

 

・小さい街なので、住民はとても強いコミュニティであった。漁業者ではなくとも、街の

人に、「恵みの海」という意識はとても強い。サバ・アジなど、コンクリート袋一杯にも

らい、みんなで分配するなど、自家消費率も高い。今でもウニ・アワビなど磯根資源だけ

を漁獲し、陸(オカ)の仕事を専業とする住民も多い。 
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尾鷲市ヒアリング結果       2012年12月7～8日 

 

尾鷲市魚まち推進課へのヒアリング結果をもとにした 

各圏域への調査結果 

 

・集落間に距離があることから、沿岸域の集落ごとに圏域が構成されている(11圏域)。近年、

平成22～23年にかけて合併があったものの、合併前は圏域ごとに単独の漁業協同組合があ

り、また漁港を抱えている。古江では漁業協同組合が解散した。また高齢化のため現在は

ほとんどが廃校となっているが、圏域ごとに小・中学校があった(教育圏)。また各圏域の高

台に寺社がまつられ、小・中学校跡もしくは寺社が避難場所となっている。 

 

・歴史的には、大坂～名古屋・江戸への渡海過程の風待ち・潮待ち港として各沿岸集落は、

海路による結束があった。尾鷲に商人資本が集中し、周辺の漁業集落では水産物生産、内

陸部では木材・石材の切り出しが行われ、各港から生産品を都会へと搬出、また逆に米な

どの生活物資が移入されていた。 

 

・漁業は南方の多魚種漁獲型であり、カツオ・シイラ・マダイ・ヒラメ・ムツ・マグロ・

スルメ・サンマ・メジカ・ソウダガツオ・アジ・イワシ類・イセエビ・クルマエビ・ブリ・

トラフグ・シマアジ・マハタ・カサゴなどが、一本釣りや延縄漁業を中心とした沖合漁業

から、定置網漁業や刺網漁業を中心とした沿岸漁業、また養殖漁業にて漁獲される。採介

藻はヒジキ、ハバノリ、磯根資源はアワビ、サザエなど。試験的にマンボウ・ハバノリ・

サツキマス・アワビ・トラフグ・カサゴ・マハタなどの種苗放流や養殖が行われている。

漁協や民間会社が行なっている。圏域ごとに、周辺海洋環境に沿った養殖・定置網漁業が

行われている。例えば静穏度の高い湾内だと養殖が優位で、湾外に位置すると定置網や刺

網など。真珠養殖、タイ養殖が頭打ちになり(魚価の低迷)、現在はブリ養殖漁業が比較的安

定している。 

 

・行政や医療福祉、教育の中心は市街地のある尾鷲が核となっている。サービス産業が優

勢であり、観光産業は年間40万人の来訪。世界遺産に指定された熊野古道を中心に、海水

浴やダイバー・釣り客を招来する遊漁民宿・渡船業が各圏域にある。 

 

・漁業協同組合連合会を含めて水産加工事業所は大～小規模の18件。工場・市場は尾鷲に

集中しており、その他に早田・三木浦・九木に市場がある。サンマ丸干しやサンマ寿司、

カツオの生節・ナマリ節、カツオ節、その他干物・丸干し・みりん干し・開きなどが加工

品の中心である。ただし各圏域で魚家などによる小規模の手作り水産加工品が作成されて

いる。 
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・早田で漁業体験プログラム、体験教室が毎年盛んに行われている(早田漁師塾)。魚連や三

重県と共同で、市外特に都会から漁業者になりたい若者を招来している。毎年1人は着業す

るものの、不便を感じるため帰ってしまうことが多い。港湾を抱える尾鷲・賀太はサービ

ス産業が優勢な周辺の中核的地区となっているが、外の9圏域は漁業集落であり、下水道く

み取り処理、土地が狭く道路も狭いなど、環境整備状況が悪い。ネットの光回線が届いた

のはここ数年以内の話。 

 

・尾鷲の山側でミカン・オレンジの栽培が行われている。ただし南の熊野市では年間を通

して温州みかん・甘夏・ポンカン・ハッサクなどが栽培されその専業農家がいるが、尾鷲

市は甘夏が中心であり、温州みかんは栽培されない。そのため漁業などとの兼業が多い。

尾鷲市は山に囲まれた盆地であり、土地が狭いとの声を聞いた。このように、同じ柑橘類

でも、地域によって潮風のあたり具合によって栽培物が異なる。水産加工品にも表れてお

り、尾鷲市に比べると熊野市の方がサンマの丸干が有名であるとのことで(加工に適した潮

風が吹く)、そのため入港するサンマ漁船が多いとのことである。潮風の強さだけでなく、

使っている醤油や味醂・酢も異なってくるため、各圏域・地域によって水産加工品の味が

異なる。 

 

・尾鷲ヒノキという名の木材は各圏域背後の山林で伐採され、また石材(花崗岩など)の採掘

が行われている。また中部電力の火力発電所、東邦石油が昭和39年より。平成18年に中部

電力が東邦石油を吸収合併し、発電所は近年、3基から1基に規模縮小、また石油タンクも

減少。 

 

・道の駅はなく、国道42号沿いに「おとと」という物産館がある。訪れると、尾鷲市の各

物産が並んでおり、水産物・農産物が中心の飲食・物産販売ができる施設であった。高齢

化が進んでいるものの、近年後継者がUターンで都会から帰ってきた水産加工会社など、若

年層が積極的に物産販売を行なっていたことが印象的であった。また、尾鷲市で一番高い

山である天倉山の麓には老人ホームがあるが、毎朝その頂上まで登山を行う高齢者が複数

いるなど、元気な高齢者もいるとのことである。「旬のもの」・「地のもの」・「伝統的・

習慣的・庶民的」をモットーに地域の「お母ちゃん・おばちゃん」が集まって地域食材を

活かした料理を提供する「おわせ夢古道」や地場特産品情報交流センターがオープンして

いる。 

 

・古江には、海洋深層水取水施設やその飲料水事業所、製塩会社(もくもくファーム)、栽培

センター、種苗センターなどがある。九木には釣り堀があり、豊橋・大坂・神戸・京都・

名古屋の自動車ナンバーが見られた。また、各圏域でもマリーナのある漁港や名古屋・京
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都・大坂からだと思われる渡船による釣り客が多く見られた。 

 

・防災面に関しては、住民の地震・津波に対する防災の意識は高い。市役所のノボリにも

表れている。群馬大学片田先生が行き来してくれており、学校教育で授業が行われている。

ヒアリング調査日の夕方のニュースで、尾鷲小学校で片田先生を交えての避難訓練の様子

が報道されていた。ただし、内閣府中央防災会議が南海トラフに対する規模などの見直し

をはかっていることから、その見直しを受けて避難路の再設定が行われるはずである。 

 

・漁業集落では、特に梶賀に顕著であるが、漁港背後の広大な低所部用地を、地域全体の

共用駐車場にし、急峻な高台部は塊状密居型の居住区域とするような用地利用が行われて

いることが印象的であった。三陸地域でも見られたような、漁村特有の、集落が拡大(人口

増加など)する過程で本家・分家関係が起こり、高台から低所部へ居を移したと思われる集

落もあったが、基本的には急峻な山間・高台での居住が選択されている。各圏域の至ると

ころに避難看板・避難経路マップが備えられ、過去の地震・津波（1944、1945年など）の

教訓が残っており、住民の防災意識は高いと思われる。ただし市街地を抱える尾鷲では、

港湾背後の低所部には市場などの漁業関連施設だけでなく、水産加工事業社、またハロー

ワーク・海上保安庁などが入る合同庁舎、商店街などがみられ、津波が尾鷲川を遡上した

場合、広大な範囲で低所部が被災するおそれがある。 
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1993年北海道南西沖地震・津波で被害があった奥尻島 

復興行政担当者へのヒアリング結果 2013年2月11日 

 

・ソフトとハードの側面から、とにかく産業振興・地域経済のことを考える必要がある。

特に奥尻島ではソフトの議論が足りなかったと考えている。 

 

・加工業 

・震災からの復興時には、加工業の付加価値を高めたかった。加工業はどうしても手作業

が必要になるため、雇用の受け皿として有効な産業である。 

 震災前は7社（大小合わせて） → 震災後2社 

 スルメが加工の中心 → ウニに変化 

 問題点として、「助成金・融資の償還・返済」が挙げられる。今回の震災で、一部の三

陸地域の水産加工場においては、震災前の販路シェア、販売先を容易に確保できないとい

う状態ともなっている。 

 奥尻島の復興時についても同様であり、震災後、せたな町（久遠）へイカ釣り船（外来

船）が移っていったことや、組合が合併したことなど、震災前と震災後の産業構造変化が

多様な面で表れている。 

 

・漁業  

・奥尻島は北洋漁業時代から、S52・53年まで、マスの延縄の基地であり、沿海州近くまで

船団を組んで出漁していた。船上では塩漬け、腹を割いて卵を醤油漬け、マスコが生産さ

れた。200カイリ時代になって減船保障などが出されたが、漁協は固定化負債を抱えてしま

った。その後、震災でショックを受け、本島側との組合合併が行われた。 

・近年の20年ほどで、水揚げが半減している。しかしながら、イカ釣り漁業でも、儲けて

いる漁業者は奥尻島で数人は見られるし、なおかつ若い。だから漁業者はゼロにはならな

いし、顕在化はしていないだけでリーダーとなる人材はいる。 

・震災前からサクラマスの養殖を始めていた。震災で頓挫して数年続けたもののダメにな

った。持続して続けていれば、また行政がバックアップしていれば、今では全然違ったの

ではないか。「長期的・持続的・安定的」な観点からの産業育成が極めて重要なのではな

いか。 

 

・建設業 

・雇用の受け皿としても、重要な産業である。震災時、家や港、船が直るまで漁業の分野

から一時的にかなり建設雇用者が増えた。しかし震災特需で漁業権は持っているもののそ

のまま専業化したケースも見られる。その後、公共事業の削減が影響し、7社から3社へ（吸

収合併も含めて）縮小した。ワインづくりを行なっている建設業者もある。 
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・青苗震災後、処理場など施設集約化、山に冷蔵庫・冷凍庫を造るなど施設を分散させる

べきではないという考え方である。 

・高齢化、人口減少、省エネなどで、漁港利用者は少なくなり、未利用の施設となる可能

性がある。奥尻でも北の地区は、船が3隻ぐらいしかいない。そこで、観光漁港というネー

ミングで、漁港開放、釣り堀、養殖、蓄養など海面を提供して都会のサラリーマンでも経

営ができるような体制づくりはどうだろうか。 

 

・自衛隊の存在 

・震災時の遺体に対する対応がとても丁寧だった。地元の人の心を掴んだ。 

・フェリー乗り場前で月に一回市場が開かれているが、夏は観光客が多く、観光客の来な

い冬は、自衛隊の奥さん方がお得意先となっている。イカの刺身が人気。地域経済にはな

くてはならないだろう公務員の存在。 

 

・浜、島では奥さん方は何でも造る。 

・ヌカボッケ、アワビ、マスコ、イカの味噌漬け。飛騨の朴葉味噌焼きでいけるのなら、

「イカの味噌漬け」もいけるのではないか。 

・奥尻の夏の魚はタラ。これ以外はとれないし。浜ではフライ、煮付け、刺身、なんでも

使う 
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