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海の安全安心を支えるボランティアたちの群像

　日本三景の一つ・松島に代表さ

れる、湾や入り江の美しさが印象

的な宮城県の海岸線。その景観

を形づくっているのが、変化に富

んだ三陸リアス式海岸だ。県北東

部にある牡鹿半島、雄勝半島、唐

桑半島などは複雑な入り海や島々

を有した観光資源として大きな魅

力を放っている。

　また、沖合には、全国屈指の水

産県・宮城の名を押し上げてきた

好漁場が広がる。親潮と黒潮に加

えて津軽暖流がぶつかり合う、世

界三大漁場の一つ・金華山沖や、

地元の漁師らが“宝の海”と呼ぶ

仙台湾などで多種多様な魚介類

が水揚げされている。一方、数ある

小さな湾では、ノリ、カキ、ワカメ、

ホタテ、ホヤ、ギンザケなどの養殖

が盛んだ。

　そんな豊かな海の安全を守る

のが、宮城県水難救済会である。

今回は、雄勝半島にある「雄勝救

難所」と、牡鹿半島南部にある「表

浜救難所」を訪れた。両救難所と

もに、東日本大震災では甚大な被

害を受け、事務所も移転した。

　あれから間もなく９年になろう

としている今、両救難所が命を守

るために確実に実践していること

として挙げたのが、「ライフジャ

ケットの着用」。２つの救難所があ

る石巻市は「救命胴衣着用宣言」

を行った街でもある。

　かけがえのない命を守るために

――。それは大震災を乗り越え、生

き延びた地に、とてつもなく重く

響く言葉だった。

▲カキの養殖が盛んな給分浜漁港。港内にはカキ処理場もある

かけがえのない海、
かけがえのない命を守るために

海の安全安心を支える
ボランティアたちの群像
宮城県水難救済会　雄勝救難所／表浜救難所
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写真：宮城県給分浜漁港から出港する漁船
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▲雄勝救難所の皆さん。名振漁港を抱く名振湾は、北上川河口に広がる追波湾へと続く

　晩秋の午後、名振漁港は湾らし
い穏やかさと美しさを湛えてい
た。ここは、宮城県漁業協同組合
雄勝町東部支所が統括する雄勝
半島の浦々に点在する５つの浜―
南から桑浜・熊沢・大須・船越・名
振漁港の一つで、同支所のある小
島地区からは山を越えた真北に
当たる。
　“名振湾の素晴らしいオーシャ
ンビュー”をバックに写真撮影し
たいと、「雄勝救難所」のメンバー
が集結してくれた。お膝元・名振
は救難所の所長で、漁協同支所
の運営委員会委員長でもある大
和久男さんと髙橋守次さん、船
越からは髙橋照雄さんに中里孝
一さん。雄勝半島東端にあり、
「恋する灯台」に認定された大須
埼灯台のある大須からは阿部金
寿さん、桑浜からは永沼利幸さ

んと永沼信良さん。そして、漁協
同支所の支所長で、雄勝救難所
の事務を務める遠藤由紀子さん
の８人である。
　大和さんが地域の概要を説明す
る。「牡鹿半島より北部に位置する
石巻市雄勝町は、太平洋に面したリ
アス式海岸の一角。町の80％が山
林地帯で、北上川下流域という川
の恵みも加わり、四季折々に豊か
に生育する海藻類や貝類を資源と
した採介藻漁業と定置網漁業が盛

んです」。特に、アワビ、ウニ、コンブ
については５つの浜すべてで天然
物が採れるという特長と強みがあ
り、養殖しているワカメ、ホヤ、カキ、
ホタテとともに、恵み豊かな海に囲
まれた雄勝半島を象徴している。

　しかし、平成23年３月11日、豊
かで大らかな海が豹変し、牙をむ
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豊かな海で
多彩な漁業を営む

大災害からの
復興を目指した日々

いた。巨大地震で発生した、最大
で15.5ｍの大津波が雄勝を襲っ
たのだ。それぞれの湾奥にあった
集落は、低地を中心に壊滅的な被
害を受け、ホタテ・カキ養殖の筏
や漁船、家屋や納屋が流され、破
壊された。漁港そのものや倉庫、
加工施設なども大半が損壊し、同
支所の事務所もほぼ全壊し、現在
の高台に移転した。 
　大打撃を受けた漁業従事者の
生活を守るため、なかでも、大海
に放り出されたような状態だった
若い世代の暮らしをどうにかする
ため、大和さんは気張った。水産
庁の役人に掛け合い、窮状を訴え
た。そうした尽力が、漁場生産力回
復支援事業の活用などにつながっ
たという。漁港の復旧・整備がな
されるまでの間、被災した漁船や
漁具を補修したり、新調したりしな

がら、皆、半年間程は瓦礫の撤去
などに従事し、漁業を再開できる
日を待っていた。
　そんななか、名振ではその年の
秋口に自分たちで漁場をつくり、
塩釜に残っていたワカメの種で種
付けを始めた。12月になると船
越でも、技術センターにあったホ
ヤの稚貝から、タンク採苗を開
始。アワビ漁が解禁した地区が
あった一方で、「亡くなった人がい
るから自粛した」という漁港も
あったが、再始動の小さな動きが
出始めていた。

　あれから9回目の新春を迎える
今、皆の顔色は冴えない。「この
冬、今まで獲れていたものが全然

ダメだ」「１月、２月のタラに期待す
るしかない」と、それぞれが異口同
音に訴える。聞けば、殻付きウニ
以外はすべての魚種が低迷して
いるのだという。理由はわからな
いが、防潮堤の工事による海の変
化が影響しているのか、温暖化の
影響なのか……。一瞬、重苦しい
空気が流れた。
　「こんなの、苦労のうちに入らな
い」。誰かが言った。それに応える
ように、「あの頃のことを思えば
なぁ。今の苦労は生活防衛のため
の苦労。ここで生きると決めた以
上は前を向いて頑張りたい」とい
う言葉が力強く響いた。
　町民は震災前の4,300人から
1,220人（令和元年10月時点）
に減り、同支所の組合員数も正会
員は195人から64人にまで減少
した。地域を離れた人もおり、後継

雄勝救難所

▲救助員の永沼信良さん▲救助員の永沼利幸さん▲漁協雄勝町東部支所運営委員会の
　委員長で救難所の所長でもある
　大和久男さん

なぶり

おっぱ

おがつ

あの頃のことを思えば、
何でもできる

▲復興が進むこの地で行われている定置網漁の漁網。岸壁も再建された

▲復旧した桟橋には小型漁船が並ぶ

▲救助員の髙橋守次さん

▲救助員の髙橋照雄さん ▲救助長の中里孝一さん



▲救難所の事務所から一番近い給分浜漁港にて。左から救助員の土方規生さん、髙橋敏一さん、木村進さん、安藤 司さん、
　救難所長の木村千之さん、救助員の遊佐智規さん

　宮城県北東部に位置する石巻市
の中心地辺りから、太平洋に向かっ
て南東に伸びる牡鹿半島。全長約
25kmに及ぶ半島の西側、真ん中
よりやや南手の給分浜の目と鼻の
先にあるのが、宮城県漁業協同組
合表浜支所だ。ここが「表浜救難
所」でもある。
　北から小網倉浜、大原浜、給分
浜、小渕浜という4つの浜を管轄す
る同支所は、県内でも一二を争うほ
どの水揚げを誇る、“活きのいい”
浜として名を馳せる。

　「活気があるのは若い後継者が
いるから。震災後だけで、６人が新
たに漁業を始めました。ほとんどが
漁師の娘婿として町にやって来た
未経験者でしたが、おかげさまで漁
師の跡継ぎを諦めずに済んでいる」
　そう言って目を細めるのは、同支
所の運営委員会委員長で、救難所
の所長でもある木村千之さんだ。
震災で漁船を流されてしまったが、
以前から手がけていたワカメとカ
キの養殖で復活を図った。
　短期間で効率よく収穫できるこ
とから、震災後、ワカメの養殖を始
めた漁業従事者は多いそうだが、
まさに、ワカメ、ノリ、カキの養殖が

表浜支所の稼ぎ頭だ。加えて、漁船
漁業では底曳き網、定置網、カニ
漁、アナゴ漁をはじめ、素潜りのナ
マコ漁、漁解禁時にはウニ、アワビ、
ひじき、ふのりというように、年間を
通してオフシーズンがない。世界三
大漁場の一つ、金華山沖の好漁場
が近い優位性をベースに、生産量、
漁獲量ともに多く、それが所得の高
さにつながる。そんな親のもとで育
つ子供たちは漁業を目指す傾向に
あり、浜の将来も明るいと見てい
る。後継者不足に悩む全国の漁業
従事者からすれば、うらやましい話
だろう。
　ベテランの経験・知恵と若い力、

後継者が多く、
活気を見せる浜
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▲昨年10月に行われた、宮城県漁業協同組合各支所関係者と
　LGL（ライフガードレディース）による恒例の浜回り活動

者不足などの課題もあるが、あの
言葉は震災を乗り越えて再び漁
業に携われることへの感謝と、自
らを鼓舞する気持ちの表れだった
に違いない。

　海は恐ろしい。海は偉大で慈愛
に満ちあふれている。そのどちら
の顔も持ち併せている海とともに
生きるために必要なのは、安全の
確保である。雄勝救難所では、漁
の時も出動の際にもライフジャ
ケットの着用、単独行動はしない、

声掛けの３つを励行している。
　救助出動は少ない方だが、最近
では平成29年11月３日、雄勝半
島最南端・白銀埼灯台の南東１
km辺りからの「海難事故の可能
性あり」との118番通報を受けた
石巻海上保安署からの要請で１人
が出動した。現場に着くと、遭難者
は既に他の船に救助されており、
遭難船を曳航する船の伴走警戒
をして、無事に着岸したという。
　救難所の所員数は現在45人。
この事案のように、海上保安署か
ら要請があれば、救難所長、監視
船「かいせい」の船長とすぐさま
連絡を取って出港する手筈になっ

ている。
　また、雄勝救難所はライフジャ
ケット着用推進運動をリードして
きた発信地でもある。13年前、漁
協の女性部を中心とした推進員・
LGL（ライフガードレディース）を
発足させ、宮城県漁業協同組合
や石巻海上保安署と連携し、地域
を挙げてのライフジャケット着用
推進活動に取り組んできたのだ。
最初は小さな活動だったこの試
みによって、その機運は全国に広
がった。夫や家族の安全を心から
願う“浜のお母さんたち”の活動
が、海の男たちの安全への意識
を高めてきたに違いない。

ライフジャケット
着用推進運動の発信地

▲東日本大震災で被災したため、平成29年7月に新造した監視船「かいせい」。
　救難活動の出動の他、アワビ、ナマコなどの密漁防止のパトロールにも使用されている

表浜救難所

きゅうぶんはま

こぶちはま

こあみくらはま おおはらはま

▲石巻から表浜救難所へ向う県道の途中にある、観光スポット
　「月浦（つきのうら）展望台」。そこには1613（慶長18）年、
　伊達政宗の命によりローマに旅立った支倉常長の銅像が海
　を望んでいる

　三陸地域の復興に貢献するた
　めに2013（平成25）年に創設さ
▼れた国立公園

▲水揚げされたカキ

▲漁協雄勝町東部支所の支所長
　で救難所の事務を務める
　遠藤由紀子さん

▲救助員の阿部金寿さん



そして双方のやる気が掛け合わさっ
て、５年目で震災前の水揚げに戻せ
たことも、浜の自信になっている。「他
にはない速さだったねぇ」と口にしな
がら、木村千之さんは必死だったあ
の頃のことを手繰り寄せていた。

　「津波で浜の周りは何にもなく
なったから……」。アナゴ漁などを
行っている救助員の木村進さんがそ
う言うと、同じく救助員の土方規生さ
んが、２枚の航空写真を見せてくれ
た。救難所がある給分浜一帯の、震
災前後の写真だった。山の緑と青い
海の間に漁港があり、家々の屋根が
並んでいた地区の街並みは、12～
13ｍの津波に襲われ、白茶けた土
砂の色に変わってしまっていた。
　当時の事務所の建物はかろうじて
残ったが、2階天井付近まで浸水し、
使用不可能になっていた。近所のコ
ンビニの６畳間や駐車場を借りて集
まっていたが、「皆の心の拠り所であ
る事務所を、一日も早く造くらなけ
れば。それに、また漁ができるように
岸壁を復旧させなければ」と、救難所
長の木村千之さんはあちらこちらに
働きかけた。
　そうして、かつて保育園があった今
の場所に事務所を建てた。秋には、流
されなかった漁船に乗り合わせて、ア
ワビ開口に出た。また年末には、残っ
た船３隻でアナゴ漁を再スタート。大
震災が起こった平成23年のうちに
漁を再開できたのは、県内でも最も
早いタイミングだったという。
　刺網漁や素潜り漁を行っている救

助員の髙橋敏一さんや、同じく定置
網漁を行っている安藤司さんも、「ま
だ苦労の途中」としながらも、ここま
で復活できたことに安堵し、その先
を見つめている。

　宮城県水難救済会 表浜救難所と
してのスタートは、平成19年だ。表
浜支所の組合員、女性部、職員から
成り、総勢32人で活動している。最
近では、ここ３年間で３つの海難事故
に出動した。
　平成29年12月19日、金華山沖
で発生した転覆事故は、操業を終え
た沖合底曳き網漁船の帰港中に起
きた。積荷の偏りによって大きく傾い
た船に大量の海水が流入し、エンジ
ンが停止。乗組員は全員海に飛び込
み、近くを航行していた漁船に無事
救助されたが、事故船は３日目に沈
没したという。初日は風が相当強かっ
たが、同救難所は宮城海上保安部か
らの要請で曳航に付き添い、計６日
間で延べ７隻の救助船が出港した。
　翌平成30年９月12日、牡鹿漁協
所属組合員が出漁したまま行方不明
になった時には、早朝から救助船４隻
に救難所員11人、協力者26人で出
動。９時間にわたって捜索したが、発
見できなかった。
　また、令和元年５月24日には、小
型底曳き網漁船が名取沖で操業中
にバランスを崩して転覆した。乗組
員は全員救助されたが、そのうちの
１人がほどなく亡くなるという痛まし
い事故だった。木村進さんや安藤司
さんら４人が、救難所の所属船「愛宕

丸」で出動したが、福島県南相馬市
沖まで50km以上を航行したため、
無線もケータイも通じないという事
態に陥った。陸での待機組も含めて
不安と困惑が大きかったこの経験か
ら、「衛星電話を使った方がいいので
はないか」という意見も出ている。
　救難活動では１秒でも速い的確な
状況把握と情報の共有が、人命救助
という結果を左右するからだ。「人の
命がかかっていれば、悠長なことは
言っていられない。船団を組んでで
も、何が何でもという気持ちで向
かっている」。救助員の髙橋敏一さん
の言葉に、「そうだ、人の命や」と、皆
が頷いた。

　大自然の手の内にある海に出る以
上、何が起こるかわからないという
覚悟は必要だ。しかし、予期せぬこと
に遭遇しても、命の可能性をつない
でくれる大事なもの。それが、ライフ
ジャケットである。
　平成30年２月から、小型船舶に乗
船する際のライフジャケット着用が
全面義務化されたが、救難所長の木
村千之さんは震災後、先んじてライ
フジャケットを着用してきたという。
「最初は恥ずかしかったが、着けてみ
ると苦にならなかった」と、少し照れ
臭そうに話す。「今は法令遵守で、ラ
イフジャケットを忘れたら取りに戻っ
ている」そうだ。
　雲一つない抜けるような青空のも
と、傾きかけた太陽の光を受けながら
給分浜を出航する船上の海の男も、
確かにライフジャケットを着ていた。

▲ライフジャケットは日々進化している。季節に
　よって、用途によって、スタイルも多彩だ
　〔救助員の安藤さん（左）と土方さん（右）〕
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お膝元訪問

　「どれも美味しいけれど、有名なのは女川丼で
すよ」という言葉に、迷わず、「女川丼」を選ぶ。待
つ時間もワクワク感が止まらない。
　だが、「女川丼」の誕生ストーリーは、あの東日
本大震災を抜きには語れないものだった。
　女川町は、大震災によって起こった高さ20ｍも
の津波によって町内の住宅の７割が流失するな
ど、壊滅的な被害を受けた地域だ。
　「震災前にやっていたホタテや鮮魚の小売店
は、建物の基礎も残らず、跡形もなくなりました。
途方に暮れましたが、その年の平成23年10月か
ら始めたのがこの食堂なんです」

　そう話してくれたのは、同店の店長・岡芳彦さ
ん。当初は加工場の事務所を仮店舗として営業し
ていたが、漁が不安定だったため、おまかせスタイ
ルの寿司を提供していた。そこで余ったネタを豪
勢に盛り付けたのが「女川丼」の始まりだという。
　まだ、来店客が少なかった頃、その画像を常連
客の一人がＳＮＳで発信したところ、瞬く間に２万
人に拡散。「そこから四方八方へバズり（広がり）、
材料を集めるのにすごく苦労したこともあります
が、おかげさまで、今では１日600食が出る超人
気メニューになりました」（岡さん）。
　女川の代名詞になった「女川丼」を率いて、現在
の場所に移転したのは平成28年12月。復興のシ
ンボルとして、その前年にオープンした６棟から成
る「シーパルピア女川」の市場エリア「ハマテラス」
へ、鮮魚店を併せ持つ「お魚いちば おかせい」と
して出店したそうだ。
　お待ちかねの「女川丼」が運ばれてきた。イク
ラ、エビ、マグロなどがたっぷりと盛られ、あら汁付
きで1,300円。これをベースに、珍しい魚などを
さらに上乗せした「特選女川丼」（2,600円）とい
う選択があるのも嬉しいところ。ほかにも、「まぐろ
丼」（3,300円）、「いくら丼」（2,000円）、「上に
ぎり」（1,500円）、「特上にぎり」（2,000円）、「ま
ぐろ尽くし」（3,400円）などもあり、どれにしよう
かと悩む醍醐味が、確かにある。
　「今もあの頃も、女川という町の名前を使わせ
てもらって商売をやらせてもらっています」と言う
岡さんの思いも一緒に「いただきます！」。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　魚たちが楽しそうに泳ぐ、黄色い大きな看板の下では、平日であるにもかかわらず、
券売機の前に列ができていた――。見れば、おいしそうな海鮮丼がズラリ。宮城県水難
救済会の事務局を務める黒木智章さんの案内で訪ねたのは、牡鹿半島基部に位置す
る女川町にある「シーパルピア女川」の「ハマテラス」内の「お魚いちば おかせい」だ。

宮城県牡鹿郡女川町女川浜大原1-34
シーパルピア女川ハマテラス-1
TEL.0225-53-2739

お魚いちば

おかせい

JR女川駅から女川港に向けてまっすぐに延びる“レンガ
みち”の左手、最も海に近い建物が「ハマテラス」。その
一番奥に「おかせい」がある。女川港では、まだ港湾の
復旧工事が続いている

一番人気は「女川丼」。
時期によってはアワビやウニも

「ほたて丼」（1,000円）

※価格はすべて税込み

店長の
岡芳彦さん

女川で揚がった
魚介を80％以上使っています。
ボリュームたっぷりですよ！

人命救助という重みと
ミッション

命の可能性をつなぐ
ライフジャケット

大震災からの
いち早い再開

▲表浜救難所長の木村千之さん

▲活気を取り戻した定置網


