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2401 離島覚書（宮城県・田代島、網地島） 

平成 24年２月７日 

 みはる野発 6：53 のバスに乗る。通勤時間帯のためか既に空席はほとんどなし。本厚木

駅から急行で新宿へ。途中、前の電車にドア開閉のトラブルがあり５～６分遅れる。８：

50 頃、埼京線快速で大宮へ。朝食抜きだったので、駅構内の喫茶店で簡単な食事（トース

ト、ベーコン、スクランブルエッグ、コーヒー、サラダ）をとる。390円だった。取材用の

ノート、産経新聞、紙袋、正論を購入し、10：01 発の「はやて」に乗り、仙台へ。西口の

バス停まで行ったところで、ちょうど石巻行きは出たあと。バス停前のさくら野百貨店地

下の食品売り場を眺め、昼食用に握り飯、メンチカツ、お茶を購入。魚売り場には宮城県

産の魚は少なかった。 

 11：47 発のバスで石巻に向かう。バスの座席は６割方埋まっており、仙石線がいまだ開

通していないことからバスが主力輸送手段になっているようだ。握り飯を食べ、ひと眠り

すると、石巻駅に着いた。震災後、石巻市役所は駅前のスーパーマーケットのあった建物

に移動していた。鉛色の空から小雨がぱらついていた。家から持参したビニールの傘は既

に途中で忘れてきた。 

 

田代島へ 

駅前からタクシーに乗る。運転手が間違えて日本製紙のはずれにある以前の臨時発着場

に行ったため、再び元の発着場に戻る。料金メーターは途中で止めてくれた。運転手の話

だが、時々漁船の網に人骨が掛るらしい。震災後１年になろうとしている現在、行方不明

者の遺体はすでに骨だけになっているという。ところが警察に届けると調べに時間を取ら

れることから、お神酒をかけて供養し、そのまま海にレッコしているらしい。 

 石巻と離島を結ぶ網地島ラインの発着場は津波で建物自体は流されなかったため、以前

の建物をリフォームして使っていた。発着場の岸壁は１ｍ以上地盤沈下しているため、応

急的に土盛りして使用している。昨年４月に来た時に比べると、瓦礫はほとんど片づけら

れ、広大な空き地が広がり、石巻市立病院の大きな建物がひときわ目立っていた。船便は

既に震災以前の状態に戻っており、シーライナーとマーメードの２隻が運航している。石

巻港を 14 時に出発したブルーライナーは 14：48 に田代島・仁斗田漁港に到着した。この

船の定員は 142名であるが、乗客は 15人と少なかった。下船したのは３人。早速、猫が迎

えてくれる。田代島は猫の島として有名になっている。 
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 漁港の東側防波堤の先端に近いところがかさ上げされており、船はこの岸壁に停泊した。

漁協の事務所まで歩いていく。途中、瓦礫の山が見え、牡蠣の剥き場はコンクリートの土

台を残して流出しており、無残な姿を晒している。事務所は漁港の中央奥部に位置する田

代島開発総合センター内にある。島で唯一のコンクリートの建物だ。二階建であるが、津

波来襲時には玄関のガラスを破って海水が浸入し、天井近くまで達したという。 

 センターの玄関に入ると、阿部区長、石巻地区支所田代浜出張所の津田所長、アンケー

トに回答してくれた大泊地区と仁斗田地区の住民６名が待機していた。早速、お話をうか

がう。ガスストーブが焚かれているが、広いホール内にストーブは一つしかなく、甚だし

く寒い。島に滞在中、この寒さには閉口した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代島の概要 

 田代島の面積は 3.14 ㎞ 2、海岸延長は 11.5 ㎞で、海岸からすぐに山になっており、

最高地の標高は 83ｍ。島には仁斗田漁港（２種）と大泊漁協（１種）の２つの漁港があ

り、両漁港の背後に集落が形成されている。両集落は島の東側にあり、冬季の北西風の

影響を避けている。両集落は道路で結ばれ、高台に小中学校があった。 

 2010年 10月の国勢調査によると、田代島の戸数は 50世帯、人口は 81人。震災後は

仁斗田地区が 35戸、55名、大泊が 11戸 16名である。このうちＩターン者が 12名と１

割強を占める。子供はゼロで、島内の小中学校は既に廃校になっている。 

 漁協の組合員は 53 名（正：23、准：30）で、仁斗田と大泊の比は２：１。小さい島

ながら、この島は遠洋漁業の船主を数多く生んできた。これらの企業はすでに石巻をは

じめとする本土側に活動の拠点を移し、八興漁業㈱や大慶漁業㈱のようにマグロ延縄や

海外まき網漁業を展開するなど、日本の遠洋漁業を支えてきた漁業資本が育っている。 

 島の漁業は、大型定置網 1ケ統、角網と称する小型定置網３経営体、刺網と籠漁業が

10 経営体程、カキ養殖３経営体、採貝藻が 17～18 人で、このうち大型定置網は岩手県

の道下漁業が経営しており、島民の雇用は数人と少ない。島の漁業は典型的な零細な沿

岸漁業である。島は遠洋漁業の船主を生んだことから、島民の男たちは皆遠洋漁業の乗

組員として雇用された。したがって今島にいる漁業者は漁業雇われをおりた定年漁業者

とＩターンで新規参入した人たちで、いわゆる小漁師である。 
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 民宿・網元  

17 時頃にヒアリングが終了。外はすでに陽が落ちていた。津田所長と暗い集落内の道を

歩き、今夜の宿泊先である民宿「網元」に到着した。集落には漁港側と南の浜の両方から

津波が押し寄せ、集落内の道路で合流したという。 

 民宿に到着するとすでに夕食が用意されていた。震災から島の漁業は立ち直っていない

のでいくら漁師民宿とはいえ、たいしたもの出ないだろうと想像していたので期待はなか

った。しかし、お膳に並べられているものを見て驚いた。夕食のメニューを紹介しておこ

う。 

 ナマコ酢、アワビ刺身、アイナメ刺身、タコ、メバル煮つけ、じゃっぱ汁、ズワイガニ

の爪、ワラビおしたし、みかん 

 このうち、ズワイガニを除く水産物は全て島内産である。既に漁業活動は本格的に復活

している証左であった。地元水産物に感激し、ビールと酒をたのんだ。ちなみに翌朝はマ

ダラ卵の煮つけ、ツブ、ウミタナゴの塩焼きと地元のものが続く。 

 夕食の時に、奥さんが「にゃんこ・ザ・プロジェクト」の批判をしていた。いわく、１

人 2,500 万円を手にしている、奥さんが会計で不明朗だ、法人にするので主人に会長を引

き受けてくれと頼みに来たが断った等々。風呂に入って、パソコンでヒアリングメモを作

成し、すごく寒い部屋で布団に包まって就寝。本日の宿泊客は私一人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月８日 

 朝食をとっていると、宿の主人がやってきた。御主人は 76歳。若い時は遠洋漁業の漁船

に乗っていたが、40 歳台で船を降り、島で小漁師を始めたとのことだ。漁船は被災しなか

ったが、道具をほとんど流されたそうだ。主な漁業は刺網なので漂着した網を自分でつな

ぎ合わせて道具をつくり、漁業を再開したという。震災以前は遊漁案内もやっており、大

原漁港までお客を迎えに行った。仙台、栃木、山形、福島からの釣り客が多かったらしい。

年もとったので遊漁案内は震災を契機にやめることにして、大きな船は対岸の漁師に譲っ

たそうだ。 

前日の奥さんの話と同様、「田代島にゃんこ・ザ・プロジェクト」の募金活動については

ずいぶん批判的であった。なお、Ｉターンで最初に田代島に住みついた濱さんには最初か

ら漁業のイロハを教えたのだそうだ。御主人は島の一番腕の立つ漁師で通っている。 
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大泊集落のＩターン 

 8:40 漁協に顔を出し、津田さんに軽トラックで大泊集落に連れて行ってもらう。大泊漁

港の下の方の民家は全て解体処理され、コンクリートの土台を残すのみだ。集落の半分程

度の家が被害を受けたのだろう。40 分後に迎えに来てもらうことを約束し、津田さんは事

務所に引き返した。 

車を降りて緩やかな坂を登っていくと、男性が作業をしている。「少し話を聞かせてくれ」

といったら家に案内してくれた。昨日のヒアリングに参加していた澤さんの旦那さんであ

った。澤さんは島出身の船主の家を購入して漁師と民宿を経営している。玄関には大きな

囲炉裏がある。奥さんが黙ってコーヒーを出してくれた。余談だが島ではどこに行っても

コーヒーが出る。しかもインスタントでなく、ドリップだ。私自身は１日２杯が限度なの

だが、話を聞く以上飲まないわけにはいかない。 

そのうち、何れもＩターンの渡邉さんや佐藤さんも加わり、Ｉターンの経過や現在の状

況をお聞きする。 

 

 

9：30 に津田さんが迎えにきた。連絡船の出発は 10 時なので駆け足で島を案内してもら

う。集落の途中に茅葺屋根の家があった。この島でどうやって茅を調達しているのだろう。

船で運んでくることは考えられないので、恐らく里山の手入れが良かった時代は茅も沢山

採れたものと思われる。 

山道の途中に「ねこ神社」があった。美與利大明神猫神様とある。案内板には、「島では

昔から猫は大漁を招く縁起のよい生き物として親しまれ島民により奉られている」と記さ
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れていた。大謀網の総監督の任にあった現八興丸の阿部家が、ねこの安全と大漁を祈願し

て石造の小祠を安置し、猫を祀猫神様として信仰を深めていったそうだ。阿部家は代々神

主を務め、現在でも毎年３月 15日に幟を立て、供物として「鮪」を供え、御神酒を献上し

て参詣しているのだそうだ。実は八興丸の阿部社長は私と大学が同期だ。彼の祖先の出自

がこの島とは初めて知った次第である。 

臨時のヘリポートとなった旧小学校の庭、避難所となったマンガランドを見て、集落内

の郵便局に行った。濱さんのところで、郵便局の局長が島の歴史をまとめた小冊子をつく

っていると聞いたのでもらいにいったのだが、突然の訪問と、局長は漁のための籠をつく

っている最中で、時間もないためそそくさと退散した。 

 津田さんは観光会社に勤めていたが、会社がつぶれ、母親の面倒も見なければならない

ため島に戻ってきたとのこと。最初マンガランドに勤めていたが、３年前に給料は安かっ

たが漁協に就職したとのこと。漁協事務所に預けていたザックを受け取り急いで連絡船の

発着場まで送ってもらった。ちょうど、船が入ってきたところであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網地島へ 

 10：00のマーメードで網地島に向かう。この船はフェリーも兼ねており車４台が積める。

３人下船し、乗り込んだのは私１人。船内には 15名の乗客がいた。二階にはでっぷりとし

た外国人の男性が乗っており、何しに島に行くのか聞いてみようと思ったがやめた。 

網地漁港で下船し、待っていた小さなバスに乗り込む。「おじか町民バス」と書かれてい

る。2005 年４月に石巻市と合併しているので、恐らくそれ以前から使っているバスに違い

ない。船で一緒だった外人もバスに乗った。どこまで行っても 100 円だ。バスは漁港の坂

を上り、１回では曲がりきれないため、空き地に頭を突っ込んでＵターンしてさらに険し

い坂を登って行った。区長さんの家はどこかわからないので運転手に家の前まで来たら止

めてくれと頼んだら、私たちも一緒だという老夫婦がいたので、その夫婦と一緒に下車し

た。 

 

桶谷区長 

桶谷区長の自宅前で降りて、家を訪ねたがいない。約束したのにどうしたのだろう。近

くに出かけているのだろうと思い、バックを玄関に置かしてもらい、高台の道路から漁港

が一望できる場所に行き、写真撮影。海から吹き上げてくる猛烈な風で、海には白波が立
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っている。寒さに凍えて再び区長宅に戻ると、区長が顔を出した。この風なので網地漁港

には寄らす、そのまま長渡（ふたわたせと読む）漁港に向かうだろうと予想し、車で長渡

漁港まで行っていたのだという。 

コーヒーを入れてくれた。本日２杯目である。ドリップの本格派だ。区長は定年まで外

国航路の貨物船に乗って世界中を回っていたので、その時の習慣でコーヒーが好きなので

あろう。奥さんは網小病院で賄いをしているとのこと。子供は全員島を出ている。炬燵に

入って話を聞いた。炬燵の熱はファンヒーターの熱風をパイプで取りこむ仕掛けになって

いて、初めて見た。これは電気の節約になり効率的だ。島ではこのスタイルが中心だとい

う。 

昼飯時になった。島の中には食べるところが一軒もない。奥さんはいないから食事はつ

くってもらえない。近くのペンション「晴耕雨読」で焼きそばでもつくるだろうと言いな

がら電話したところ、つくる人がいないとのこと。仕方なしに奥さんに電話し、カップ麺

のありかを訊ねて探し出した。武田鉄也が宣伝している｢赤いきつねと緑のたぬき｣のきつ

ねうどんが出てきた。初めて食べた。油揚げは煮た状態と変わらない、意外に美味しいの

にびっくりした。桶谷さんは牛乳を飲みながら、団子を食べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網地島漁協 

 13：40 頃区長宅を後にし、車で宮城県漁協網地浜支所まで送ってもらった。長渡漁港に

あった事務所は津波で大破したため使えなくなり、被災後 1 週間ほどたってから消防団の

事務所を仮事務所とし、５月 20日頃に現在の駐在所に事務所を構えたとのこと。阿部支所

長が対応してくれた。ここでもコーヒーを

出される。灯油の販売や信用業務もやって

おり、人の出入りが激しい。 
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網地島の概要 

 網地島の面積は 6.43㎞ 2、海岸延長は 20.7㎞で、隣の田代島の約２倍である。海岸に

山が迫り、平地はほとんどない。最高地の海抜は 101ｍと田代島より高い。 

 島の北部には網地漁港（２種）と池ノ浜漁港（１種）、南部には長渡漁港（２種）の３

つの漁港がある。網地漁港には根組支港がある。連絡船は網地漁港と長渡漁港に泊まる。

北部の集落は網地漁港の背後の高台と池ノ浜の間の集落に分かれる。ただ、行政的な区

は１本である。一方、南部の長渡地区は東側の中小道区と西側のめぐみ区の２つの区か

ら構成されている。 

 2010年 10月の国勢調査では、網地島の戸数は 246戸（長渡浜：171、網地浜：75）、人

口は 426 人（長渡浜：298、網地浜 128）であった。震災後はさらに減っている。高齢化

が顕著で、現在小中学生は長渡地区の５名だけである。島内の小中学校は廃校になって

おり、５名の子供は船で鮎川に通学している。島の中央部の高台にある旧小学校は網小

病院となっており、老健施設も兼ねている。また、旧小学校は「島の楽校」として島外

の自然体験教室の宿泊施設に衣替えしている。 

 漁協の組合員は 263名（正：139名、准：124名）で、大部分の世帯が組合員になって

いる。地区別では長渡と網地は２：１の比率である。漁協の本所は長渡地区におかれ、

出張所が網地地区にあったが津波で流され現在は閉鎖中。 

 同じ島の中にあって、長渡浜と網地浜は対照的であった。網地浜は沿岸漁業を中心と

していたが、網地浜は昭和期になって遠洋漁業の先進地となり、近代的な資本制漁業を

発展させた（明神丸や金毘羅丸）。このため、長渡浜の多くの島民は網地浜や田代島の船

主に雇われ、遠洋漁業の乗組員になった。遠洋漁業が盛んであった高度経済成長期には

島は大いに潤った。 

 このため、雇われ漁業者であった時の年金収入に依存している漁業者が多く、年金を

主に、漁業を従とする小漁師が大半を占める。現在営まれている漁業は、大型定置網が

４ヶ統、ギンザケ養殖４経営体、刺網と籠が 50 経営体程度、アワビ、ウニ、フノリ等の

海藻を獲る採貝藻が 100 人以上、19 トン型の漁船漁業（イサザ、コウナゴ、イカ釣、タ

ラ延縄の組み合わせ）が１経営体となっている。このうち、大型定置網の経営者は田代

島と同様に岩手県の道下漁業で、地元からの雇用は 60 人中６名と島外からの出稼ぎが中

心となっている。ちなみに大型定置網は網地島の南側海域の北と南に１ヶ統づつ設置さ

れ、残りの２ヶ統は金華山の周辺に設置されている。ギンザケ養殖は島の東側で営まれ

ている。 

 長渡浜と網地浜は島の中央の尾根部を通る道路で結ばれ、日に４～５便のバスで結ば

れている。 
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 16：30 に調査を終了。支所長に車で根組支港、長渡漁港を案内してもらい、津波の被害

状況の説明を受ける。大国旅館に着いたのは 17時。すぐに夕食となった。ここでも宿泊客

は私ひとり。旅館は漁師をしていないので、夕食は期待できない。島産はマダラ卵の煮つ

けとタラ汁のみ。ビールを１本飲んだ。 

 やはり寒い。二階の部屋は５つほどに襖で仕切られているのだが、すきま風がぴゅーぴ

ゅー。体を温めるために風呂に入る。石油ストーブを背にパソコンに向かうが、手がかじ

かむために早めに布団に入った。 

 

２月９日 

 前日、早く寝たため５時には起きた。時間をもてあまし、パソコンに向かい、ヒアリン

グメモを作成。朝食には、塩鮭焼、目玉焼き、キャベツ、いくら、インゲンマヨネーズ和

え、たくわん、梅干し、味付け海苔、ご飯、味噌汁が出たが、量が多いのと、塩分の摂取

量が過大になること、昼飯を食べるところがないことから、塩鮭と梅干し、海苔は残して

握り飯をつくってもらった。 

 

長渡漁港 

 ９時に大国屋旅館を出発。長渡漁港の背後地集落を見て歩き、漁港へ。漁港の現状を記

録、写真撮影。風が強く、小雪が降り厳しい寒さの中ジャンパーのフードをかぶって観察。

昨日、係留されていたギンザケ養殖の４隻の漁船は見あたらず、作業をしている模様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再び網地浜へ 

バス停でバスを待っていたが、坂を下りてきた女性に聞いたところ、下まで降りてこな

いとのことであわてて坂を上ったところにバスがやってきた。９時 40分発に、間一髪間に

合った。乗客は私を含めて３人。高齢の男女である。男は網小病院前で降りた。桶谷区長

の自宅前でバスを降りると、水産庁事業の瓦礫処理の仕事で漁業者の一団が木を切ってい

るところであった。すでに漁港周辺の瓦礫は撤去されたため、道路周辺の整備のために伐

採しているとのことである。 

区長の自宅に行き、昨日借用した「牡鹿町誌」を返却、ザックを玄関に置かせてもらい、

徒歩で網地漁港に向かう。道路から漁港を一望に眺望できるが、北西風が吹き荒れ、海上

には白波が立っている。皮膚を突き刺すような寒さだ。 
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漁港の背後は約 10ｍの崖となっている。崖の下にあった民家５軒は津波が浸水し、跡形

もなく撤去され、土台を残すのみとなっていた。取り壊されて家の一つに遠洋漁業で栄華

を誇った辺見家のものもあった。定置の番屋は表の扉がすべて破壊され無残な姿を晒して

いる。従業員用の２段式ベットがむき出しのまま放置されている。崖際の家の下部が破壊

されていたが、これは津波によるものではなく、後の台風によるものだそうだ。 

漁港の南側の崖下には畳、布団などが分別して積み上げられている。漁港の北側にはコ

ンクリート片や材木がうず高く積まれている。近々、これらの瓦礫は島外に運搬されるこ

とになっているそうで、すでに運搬作業のための護岸の嵩上げが定期船の停泊場所とは別

に漁港の中央に整備されていた。船外機を陸揚げするためのクレーンは残されているが、

修理が必要とのことだ。津波はこのクレーンの先端まできたそうで、その高さはおよそ 4.5

ｍ、地盤沈下が 1.2ｍ程度なので、６ｍ程の津波が漁港に押し寄せたことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港の道路を上ると海水浴場があり、1739 年に当地を訪れたロシアのベーリング探検隊

スパンベルグ支隊を記念したベーリング像が建てられている。ちなみに、「ベーリング海」

は彼の功績に由来する。牡鹿町誌によれば、「網地島の漁師は、身体は小さくて色も悪いが、

親切で、船の構造、漕ぎ方などは欧州の人以上であり、また交換した貨幣（寛永通宝）の

優れたデザインは欧州で見たこともない」と網地島の人たちによい印象をもって帰国した

と記されている。海水浴場の背後には 20隻ほどの船外機が置かれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池ノ浜漁港 

集落内の道を歩いて池ノ浜漁港にむかう。今晩泊まるペンション「晴耕雨読」が見えて
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きた。いかにもＩターン者がつけそうな名前だ。道路の突き当りが池ノ浜漁港である。漁

港に向かうにつれて人家が解体され、空き地になっている区画が多くなった。すでに 20軒

ほどの民家が解体、処理されたそうだ。このうち、人が生活していた家は半分程度で、残

りは津波に便乗して解体された家である。集落の高齢化が進み、空き家が増え、海水浴シ

ーズンには島外の人が空き家に入り行政は困っていたそうだが、単独で解体業者が来るわ

けでもなく、浸水した民家の解体を合わせて積年の課題を解決したものである。 

池ノ浜漁港は一文字の防波堤が伸びるだけの簡単なものだ。波受けの奥の護岸は決壊し、

耕作放棄されていた田んぼが津波で大きくえぐれてしまった。津波はここからヨシ原を通

って一段低い位置にある民家に侵入した。漁港のエプロンは波打ち、地盤沈下したため表

面には一面アオノリが覆っていた。 

津波の影響を受けなかった一段高い道路を再び網地漁港の方角に戻り、護岸にたどり着

くと、決壊した護岸の修理のために３人の男たちが測量をしていた。護岸沿いを歩き、再

び網地漁港に向かう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野神社 

漁港から集落へ通じる階段を上り、漁村集落の様子をうかがった。その間、人には合わ

ず。廃屋になった家が目立つ。集落を上りきったところに朱色に塗られた社があった。こ

の神社には県の重要文化財に指定された木像聖観音像が安置されていると石柱に書いてあ

る。石柱の注釈によれば、鎌倉時代の作で、ヒノキ材 1木造り、高さ 97.1㎝の木彫だ。昭

和 38年に県の文化財に指定された。 

その奥には、海を眺望できる岬にもう一つの神社がある。熊野神社だ。鳥居は立派な石

造で、社は銅葺きの大きな建物、両脇には狛犬が配置されている。神社の見事さは網地浦

の経済力の高さを物語っている。神社の裏手からは網地漁港を一望することができる。不

思議なことに、神社の周辺ではあれほど強い風が感じられない。太陽があたり小春日和の

雰囲気だ。地形がそうさせているのだろう。冬季の北西風を凌げる地形を知っていて神社

が立地されたに違いない。 

自動車道路を横切り、さらに階段を上に登る。もともとの集落は海に近い場所に形成さ

れていたが、徐々に集落は高所に拡大してきたらしい。更に登ると車道に出た。更に進む

と先ほど下車した区長の家の前に至った。 
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再び区長宅 

すでに昼ごろになっていた。区長は材木伐採の仕事を終え、自宅の庭でチェーンソーの

手入れをしていた。折角だからチャーンソーの歯の研ぎ方を教えてもらう。再び、家の炬

燵に入り、お話を聞くことになった。宿で用意してもらった握り飯と鮭焼き、漬物で昼食。

区長はまた団子を食った。 

区長は震災から現在までの復旧過程のできごとを手帳にメモしていたが、昨日はこのメ

モが見つからず、日付が不確かであった。昨晩、探してくれて手帳が見つかったので詳し

い日付をノートにとった。調査の話が終わり、ひとしきり島の活性化の話題となった。庭

にはタラの木が沢山生えており、塩をつくるステンレスの釜がある。家の下には椿が自生

している。区長の活性化案は次のようなものだ。春に出たタラの芽を、島の椿油で天麩羅

にして、島でつくった塩を頂く。ただ、タラの芽をたくさん作るにはどうしたよいか、椿

油のつくり方は、山の手入れが悪く日陰になって椿が咲かないなど沢山の課題があると話

していた。私は日本ミツバチの話をした。長崎の離島では今までいなかったところに日本

ミツバチを放して蜜を採っている。日本ミツバチの北限は青森県の東通村だからこの島で

も十分生息できるだろう。一番の課題は周年を通じて蜜を出す花があるかどうかだと。 

昼食後、軽トラに乗せてもらい、再び、網地漁港、池ノ浜漁港を巡回し、被災状況や集

落の特徴を解説してもらった。 

 

島の楽校 

その後、島の中央に位置する網地中学校跡へ。「島の楽校」として島外の小中学生の自然

体験学習の場となっているそうだ。ここには管理人がいて、松の根の流木を加工していた。

この人は春蘭を栽培しているそうで、毎年、品評会に出品しているらしい。子供の頃には、

関東地方でも雑木林にいけば春蘭はいくらでも見られたものであるが、里山が荒廃し、今

では絶滅危惧種になってしまった。私たちは春蘭のことを「爺婆」と称していたが、この

島でも同じ呼び名だそうだ。 

そんな話をしてから学校跡の宿泊施設を見せてもらった。２段ベットが用意されていて、

50 人は泊れそうだ。区長の立ち上げたこの「島の楽校プロジェクト」は農林水団大臣賞を

受賞した。 

 



12 

 

再び長渡浜へ 

区長の軽トラで長渡集落の入口まで送ってもらうことになった。網小病院を過ぎたあた

りで前方から船とバスで一緒だった外国人が小さな日本女性と手をつないで歩いてくるで

はないか。この小さな女性は震災後網小病院に赴任してきた看護師で、なんでもこの外国

人は恋人だか、夫らしい。食事はベジタリアンを通り越して、宗教的信念からか相当厳格

な規制をしているそうだ。病院の医者が「よく生きてるな」と冗談をいうくらいだと区長

が語っていた。 

徒歩で漁村集落内を散策、根組支港に足を延ばす。根組支港の背後の集落は一段高くな

っており、津波被害は全くなかった。ただ、漁港の脇にある定置網の番屋は津波で大破し

ていた。右側の護岸は壊れ、工事中であった。 

ここでボールペンを落としてしまった。戻って探したが見あたらない。その後、長渡の

区長のヒアリングを控えているため、筆記用具は不可欠だ。道であった老婆にボールペン

を売っている店を聞いたところ、この先に煙草屋があり、そこで売っているというので、

とぼとぼ歩いていくと立てつけの悪いガラス戸の古い店があった。「ごめんください」と叫

んだら、爺さんが出てきた。箱の中のボールペンを出してきた。     

浜から坂を上っていくと神社がある。網地地区の神社に比べると明らかに見劣りがし、

両集落の経済力の差を反映しているようだ。網地浜は遠洋漁業の船主が発展したが、長渡

浜はもとは沿岸漁業、その後遠洋漁業の雇われであった。 

集落の坂を上り切り降りる途中で声を掛けられた。「水産庁のアンケート調査で来た人か、

区長は今家に帰ったところで、待ってるよ」。見慣れない風情の男が歩いていたので、すぐ

によそ者とわかって声を掛けてきたのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野区長 

15 時半の約束だったが、ぴったりその時間に到着した。昼過ぎまで水産庁の瓦礫処理の

事業で道路の整備を行い、融雪剤を班長の家に届けてきたところだという。 

区長の自宅の庭は広い。家は古いが大きな家であった。かつて鰹船を経営し、鰹節をつ

くっていた旧家である八木家の家だったそうだ。しかし、建てつけがわるく隙間風が入り、

温風ストーブはあるのだが、まるで外にいるようだ。 

小野区長は I ターン者だ。仙台で国語の先生をしていて、何のはずみかこの島に来て好

きになり、14年になる。12年前に漁師修行をして現在では立派な刺網の小漁師である。最
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初は島で静かに物書きでもしようかと考えていたそうだが、「絶えず変化する自然を相手に

する漁業は緊張感があり魅力がある」と気持ちが変わり、とうとう漁師になってしまった。

奥さんも一緒にきたが、最近体を悪くして、島を引き払い仙台にアパートを借りて一人暮

らしをしているらしい。震災の時はこの家に奥さんもいたが、先生は津波が来るというの

で船の方を大事と考え、仲間と船外機を沖出している間、網地島開発センターの方に避難

していたそうだ。狭い島で避難所を異にし、３日間もお互いの消息が不明であったらしい。 

区長の震災当日の行動を記録しておこう。3.11 の当日はいい凪であった。前日入れた刺

網は不漁で、巻き返しを図ろうと午前中に刺網を設置しておいて、昼食のために家にもど

り休憩をしていたという。14時 46分に地震発生。横揺れで家がつぶれるのではないかと思

って外に逃げた。そのうち揺れが収まり、船が心配になった。防災無線が大津波警報を伝

えた。先生が聞いたのは１回だけだったという。「先生、逃げっぺ」と仲間の漁師が言って

きたので、津波が来る前に船を沖に逃がすことになった。奥さんを置いていくことになる。

区長が逃げる時、ちょうど潮が引いてきた。沖に逃げた船は 11隻であったが、一番遅れて

引き潮にのって沖に出たという。23 時ごろまで沖に避難していた。波を越え、越えられな

い時は波に乗ってしのいだらしい。その間に本土からたくさんの養殖施設や家が流れてき

た。ロープがプロペラに絡まると万事休すであるので、細心の注意を払い、船を操ったら

しい。夜になると吹雪になった。小さな船外機で逃げたのは４人。キャビンもなければ、

暖をとる手段もない。このままでは凍死してしまう。また、自分は区長である。災害時の

采配も求められている。そこで、船外機の仲間４隻で長渡漁港に戻ることにした。港に戻

ってきたのは 24時頃である。当日は三日月で月明かりの中何とか漁港が見えたという。港

に入り「沖掛り」のアンカーを探すがみあたらず、そうこうしているうちに 2つ見つかり、

船を係留して陸に上がることができた。区長の船はなんと 0.9トンである。 

先生は震災以降のことを大学ノートに４～５冊記録していた。島では数少ないインテリ

の一人であることから、是非まとめて出版されたらどうですかと勧めておいた。既に日も

暮れ 18 時近くになっていた。災害本部で指導的立場にあった郵便局長が差し入れを持って

やってきた。特定郵便局長であったが、小泉内閣の郵政改革ですでにこの制度は崩壊して

いる。特定郵便局は地域の有力者が世襲することが批判の的となったが、局長は島では数

少ない大卒で、区長とコンビで長渡浜の復旧に尽力された。 

間もなく、網地浜の桶谷区長が今晩一緒に飲むことになっているので、迎えにきた。 

 

再々度、桶谷区長宅へ 

 桶谷さんは島外の人と酒を飲むのが好きらしい。本人は世界を股にかけた経験があるこ

とから、地元の人とはあまり合わないのだ。 

 奥さんの手料理が用意してあった。ここでも地元の魚が出てきた。網地島ではアワビの

今シーズンの漁獲を禁止した。隣の田代島では口揚げしたが、網地島では漁法が異なりウ

エットスーツ着用の素潜りであることから、資源の温存を図ることが合意された。ただし、

１戸で 10個まで自家用で獲ることは認めたそうだ。この貴重なアワビが 1個でてきた。今

回の出張で２個目である。炙ったマダラの干し物、カレイの煮つけ、マダラの卵の煮つけ

などが並べられた。ビールを４本ぐらい飲み、最後に日本酒を御馳走になった。 



14 

 

 アワビのことについて触れておこう。江戸時代の島は僅かな耕地を耕して自給自足の生

活を営む寒村であった。幕藩体制が整い、貨幣経済が発達するにつれ、中国貿易の主要な

交易品として干鮑が注目されるようになった。網地島は島の周囲が岩礁地帯でアワビ資源

が豊富であったことから、一大産地を形成した。長渡浜のアワビの採取方法は独特のもの

で、腰にヤッカリ（網状の袋）をつけて、ナザシを手にして海中に潜ってとる方法である。

この漁法は幕府の長崎俵物の集荷を引き受けた長崎商人の請人等が、集荷の実績を上げる

ために潜りの技術者を伴って生産地を回り、伝えたらしい。海士の伝来は、宮本常一によ

って考察されているが、宮城県の島について言及したものは見たことがなく、面白い研究

テーマになろう。 

桶谷さんが「あん・まくどなるどを知っているか」と聞いてきた。ちょうど昨年の今頃、

国連大学が主催した里海のシンポジウムで一緒だったと話した。彼女は以前宮城県の大学

で教えていたのでそれで桶谷さんも知っているのかとガッテンしたが、実は例の「島の楽

校」プロジェクトの審査員であったらしい。首相官邸で開かれたレセプションで彼女と一

緒の写真を見せてくれた。自殺した松岡農林水産大臣や安倍晋三総理大臣などとの写真も

あり、首相官邸に招待されたことが生涯の思い出になったのであろう。 

あまり遅くまでいると今夜泊るところに迷惑がかかる。21 時になったのでペンションま

で送ってもらう。奥さんが運転する軽トラックだ。桶谷さんは荷台に乗った。孫たちが夏

休みに島にくると軽トラの荷台に乗るのを楽しみにしているのだそうだ。風を切って進む

荷台は格別の解放感があるからだろう。 

「ペンション・晴耕雨読」泊、ログハウス風の建物であったが、玄関にはファンヒータ

ーが焚かれ、部屋の中も暖められていた。前日、前々日の宿とは大違いである。ここも宿

泊客は一人。 

 

２月 10日 

宿の娘さんに定期船の発着場まで送ってもらう。少々乱暴な運転だ。まあ、車が少ない

から事故もないだろう。 

このペンションは娘さんの両親が網地島に来て、気に入り始めたそうだ。彼女が仙台の

高校生の時だという。最初はレストランをやっていて、古い家が火災にあって焼けたため、

新築と同時にペンションも始めたらしい。彼女は島の男性と結ばれた。子供はいない。 

朝食は、最初に建てたレストラン棟で

食べたが、手作りのベーコンがいたく美

味しかった。レストランからは海のむこ

うに田代島がくっきりと浮かんでいた。

夏は海水浴客で賑わうようだが、昨年は

震災の影響でさっぱりだった。今年の夏

に期待したい。収入が少ないわけではな

いだろうが、ペンションの御主人も水産

庁の瓦礫処理事業に参加しているとのこ
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と。 

７時 17分の定期船に乗り、網地島を後にした。 

 

 

 

 

 


