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ウトナイ沼南岸のアキアジ地蔵尊像に纏わる物語 

―昭和初期における北海道のサケ孵化事業― 

                                    長谷川英一（25 漁大） 

 

北海道におけるサケマス人工孵化試験の創成期

については，市川健夫著の“日本のサケ”(1979)

や小林哲夫著の“日本サケ・マス増殖史”(2009)

などに詳しく紹介されています。それらの書物に

よると，サケマス人工孵化技術の推進は明治初期

の日本の近代化へ向けた殖産興業の施策や富国強

兵への思惑も暗示される官主導型で開始されたよ

うです。しかし，孵化技術の導入と確立に伴い，

官営直轄の千歳孵化場が設立された 1888 年のの

ち僅か5年の間に道内には28箇所の民間孵化場も

開設されるに至っています。 

本稿では，この時代の孵化場の様子を知るため

に，平成 13年に刊行された苫小牧の郷土史家であ

る高橋稔の著書“とまこまいの石碑（いしぶみ）”

の中の一節「ウトナイ沼南岸のアキアジ地蔵尊像」

を紹介させていただきます。この地蔵尊像の所在

地は 植苗三 ウトナイ沼南岸 建立は昭和二十

三年十月二十四日 管理者 宮崎フサ とありま

す。 

環境省が「野生鳥獣との共生環境整備事業」に

より建設し，苫小牧市と共同運営する施設である

ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの職員に尋ねた

ところ，「ウトナイ湖を挟んで同センターの丁度対

岸にあたる場所に勇払川があり，むかしその河口

付近に番屋のようなものがあって恐らくその近く

に地蔵尊像が建立されたのでしょう。」とのことで

した。また，センターの方もその地蔵尊像を見た

ことはなく，「そこへ行く道は整備されておらず，

湿地雑草帯地をかき分けて行くしかないでしょ

う。」とのことでした。 

著書に登場する地名，駅名，河川名などの位置

等を，勇払川においてサケ稚魚の降河行動につい

て研究を行った坂野栄市氏の論文(1964)に掲載の

地図をもとに加筆・修正を施し，図１に示します。 

 

図１．ウトナイ沼と太平洋に注ぐ勇払川 

 

著書の原文を発行元の苫小牧郷土文化研究会の

許可を得て以下に転載します。 

 

【とまこまいの石碑 ウトナイ沼南岸のアキアジ

地蔵尊像（高橋 稔 著）より】 

『この地蔵尊像は，昭和 23 年（1948）十月二

十四日，ウトナイ沼の漁業権を所有していた宮崎

榮次郎の妻・テツが建立，「アキアジ地蔵尊」と名
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づけた。人一倍，信仰心の篤かったテツは榮次郎

の没後，亡夫の霊とともにサケ類の魚霊を祀り，

豊漁と安全操業を祈願して，岩見沢市内の石材店

謹製の同像を建て，後世に残すこととした。宮崎

榮次郎は，明治十二年（1879）七月，石川県加賀

市大聖寺で，約二百年もの旧家である菜種油卸商

を営む商家の長男として生まれ，七代目榮次郎を

襲名した。同三十八年（1905），二十六歳のとき

義弟吉田三蔵を頼って三笠市幾春別に移住，造林

業のかたわら雑貨店の経営を始めた。原生林から

伐り出す原木を流送するなど，造林業は軌道にの

り業績は好転した。こうした関係もあって顧客は

広範囲に増大していった。 

このころ榮次郎は，沼ノ端在住の永井勇三郎と

知己の仲となった。永井はすでにウトナイ沼の漁

業権を所有していたが，その詳細はわからない。

昭和二年（1927）に榮次郎が，その漁業権を譲り

受けた。漁業権を得て沼ノ端に居を構え，妻のテ

ツらとともにウトナイ沼南岸の勇払川で，サケを

捕獲，人工採卵，孵化事業に乗り出した。この孵

化事業は，胆振支庁の委託によるもので官営業務

であった。成熟卵を採卵し当初，植苗駅付近の生

けすで稚魚を育てていたが，美沢の御前水付近に

は良質の湧水があり，冬期間でも凍結しなかった

ので美沢の養魚池で稚魚を放流，飼育していた。

この孵化場は胆振水産会が経営していたものであ

った。トラックなどの輸送機関が発達していなか

った時代，サケの卵を木箱に入れ，少しの揺れも

ないように細心の注意を払ってショイコ（背負子）

でかつぎ，沼から沼ノ端駅へ，そして汽車で美々

駅で降り，御前水まで運ぶのが日課となっていた。

（宮崎フサ談）毎年、九月初旬から翌年の一月ご

ろまで網を下ろし，ウライを仕掛け，袋網でそ上

してくるサケを捕獲した。勇払川は，湿原の中を

ゆるやかに曲がりくねって流れている川で，ここ

に上がってくるサケの卵は育ちもよく，ふ化の成

功率も高かった。豊漁，不漁の波はあったものの，

最盛期ともなれば川幅七メートルの川面は黒色に

変わり，銀鱗を踊らせて上る体長一メートル，四

キログラムほどのサケは少ないときで，三〇〇〇

匹，多いときには一万匹も捕れ，テンテコ舞いの

大忙しさであった。一家総出で朝早くから日の暮

れるまで，サケを捕獲，沼のそばに建てたサケ加

工場（番屋）で懸命に働いた。沼を吹き抜ける北

西の風は，容赦なく骨身にしみ，風が運んでくる

木の葉や藻などの厄介物が川口をふさぎ，手を焼

くのも毎回のことであった（朔男の長男・伸治談）

という。 

サケの卵と戦い続け，無限の夢を追い求めてい

たウトナイ沼漁業の先覚者榮次郎は，不幸にも同

十年（1935）四月十九日夕刻，番屋からの帰宅途

中に室蘭本線で列車事故に遭い，無念の死を遂げ

た。享年五十六歳であった。法名「釈徳聚」。 

なお，榮次郎はこの年，サケマス孵化事業で社

会貢献をした功績が認められ「藍綬褒章」の栄に

浴することになっていたが，幻の受章となった。

榮次郎の死後，長男の朔男は父の意志を継ぎ，母・

テツを助け，サケの人口採卵に没頭した。また，

テツの妹の夫・墨谷亥之吉はサケ漁の漁労長とし

て活躍，同僚鈴木仁助も船頭を任せられ，孵化場

の仕事に精を出していた。ウトナイ沼の漁業権は

三年に一度，入札制によって認可を受け，更新す

るというシステムであった。朔男は墨谷や鈴木ら

とともに，共同事業に乗り出すことにし「ウトナ

イ淡水魚業会」(宮崎朔男初代会長)を設立した。同

漁業会は，のちに「ウトナイ淡水養殖漁業協同組

合」と名称を変更し，漁業権とともに水利権を取

得，捕る漁業から育てる漁業へと方向転換を図っ

た。 

なお，このウトナイ沼のサケ漁と人工孵化事業

は，同三十五年（1960）に苫小牧漁業協同組合に

権利を移譲したため閉鎖となった。 

ウトナイ沼に生息する魚類はコイ，フナ，アカ

ハラ（ウグイの別称），ウナギ，ナマズ，エビなど

であった。一時は自然繁殖に頼っていたこともあ

ったが，同養殖魚業会が発足してからは養殖の研
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究に東奔西走，先進地に成果を学び，ウトナイ沼

で夢を追いかけた。 

遠く網走湖の呼人，渡島の大沼はじめ洞爺，阿

寒湖などからワカサギの卵を移入した。卵は三十

センチメートル四方の「ボン」に卵を付着させ，

容器に入れて列車を乗り継いで運ぶという方法で

あった。 「貴重な卵が，死亡卵とならないよう停

車駅ごとに駅員の手助けを受け，容器に給水しな

がらピリピリ神経を使って搬送した」（鈴木實談）

という。 

その苦労は並大抵ではなかった。同漁業会設立

の立役者の一人，鈴木仁助は明治二十七年（1894）

秋田県平鹿群大野村の農家に生まれる。鈴木は，

宮崎朔男と知己の間柄となり，船頭をしながら漁

業会設立の中核的人物として責務を果たした。同

会設立後は，ウトナイ沼産ワカサギのつくだに（い

かだ）やフナの甘露煮等の製造に没頭した。幸い

にも，これら特産品は好評を博し，登別のホテル

第一滝本館が最大のお得意さんであった。また，

アカハラの「焼き干」の珍味は，主に夕張方面の

炭鉱へ出荷された。いま，この「焼き干」の味を

知る人は少なくなった。 

当時のようすを克明に話す朔男の妻・フサは，

明治四十五年（1912）生まれの八十九歳の高齢で

あるが，計り知れない苦労が身にしみているので

あろう。遠い日の出来事を昨日のことのように回

想する。 

地蔵尊像建立後，すでに五十年余を経過したが

毎年十月二十四日の供養祭には，早来町・昭徳寺

（吉田一郎住職）司祭のもと供養会が行われてい

る。 

筆者（高橋稔）らが現地を訪ねた，平成十二年

（2000）十二月九日，雪原に模様替えした中の地

蔵尊像に，真新しい手編みの赤帽子が奉納されて

いた。かつて繁栄を極めていた昔日の面影はない。

しかし，赤い帽子を納め，先祖の霊に手を合わせ，

自然の恵みに報恩感謝の念を捧げたであろう心の

証は，鮮明な情景となり目に焼きついて離れない。』 

北海道鮭鱒ふ化放流事業百年史(1988)から，こ

の当時の勇払孵化場のサケの捕獲数，採卵数そし

て放流数について纏めました（図２）。 

 

図２．勇払孵化場におけるサケ増殖事業 

 

民間孵化場は官営の千歳孵化場が設立されてか

らおよそ 40年後の昭和 9年頃には 38箇所に増え

ていました。勇払孵化場は胆振支庁の委託による

官営業務ではありましたが，半官半民のような形

態であったと思われます。サケ孵化事業の強化と

組織拡大を図るために国有化への転換が寄付願と

いう形で図られることになりました。しかし，実

際の経営はしばらくの間は民間の手に委ねられ，

完全な官営組織になったのは 1940年（昭和 15年）

頃のようです(小林 2009)。 

北海道立文書館所蔵の昭和 9 年度水産孵化場関

係綴の中に本稿で取り上げました勇払孵化場の国

への移管手続き書類を発見しました。古文書のた

め，鮮明ではありませんが掲載します（写真１）。 
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写真１．勇払孵化場の移管手続き書類 

 

胆振水産会長の斎藤主計から北海道庁長官坂千

秋宛の寄付願書（１）には，「北海道水産孵化場ノ

用ニ供スル目的ヲ以テ別紙目録ノ通寄付致度候條

御採納相成度此段御願候也」と記されています。

そして寄付する土地，建物，工作物（２）には， 

土地；種目；原野の合計面積 12 反 8 畝 14 歩

（11,822m2 ）価格 177 円 70 銭，建物；種目；

住宅兼孵化室 20.25 坪 価格 1725 円，工作物；

種目；養魚池 価格 700円 側壁木製 長九間，幅四

間 36 坪 沈殿池 価格 150 円 側壁木製と記され

ています。（３）は，議案第五号 財産處分ニ関ス

ル件という表題が記され，寄附願の理由が次のよ

うに書かれています。「本曾ノ経営シ来タレル親魚

捕獲事業ハ昭和十六年度ヨリ北海道地方費経営ニ

移管トナリ之レカタメ従来捕獲場竝孵化場に於テ

使用シタル土地物件ノ全部ハ北海道地方費ニ寄附

スルノ止ハナキニ至リ依テ財産處分ニ為サントス」 

（４）は，出席代議員氏名を記した決議録，（５）
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は，議事の経緯で，「議長議案第五号ノ上程ヺ町田

主事朗読説明 一同異議ナク賛成ス 右議事ノ要

項ヲ摘録シ後日ヲ証スル為署名員ト共ニ記名捺印

ス」と記されています。（６）は，「土地ヲ北海道

地方費ヘ無償ニテ寄付致スコトヲ承諾候也」と書

かれた承諾書です。そして，孵化場敷地図（７）

と勇払孵化場の孵化室や住宅を記載した図面（８）

などが添付されていました。 

紹介しました“とまこまいの石碑”によります

と，『宮崎榮次郎が行ったサケマス孵化事業では，

沼ノ端に居を構え，妻のテツらとともにウトナイ

沼南岸の勇払川で，サケを捕獲，人工採卵し当初，

植苗駅付近の生けすで稚魚を育てていたが，美沢

の御前水付近には良質の湧水があり，冬期間でも

凍結しなかったので美沢の養魚池で稚魚を放流，

飼育していた。』とあります。また，『当時はトラ

ックなどの輸送機関が発達していなかった時代，

サケの卵を木箱に入れ，少しの揺れもないように

細心の注意を払ってショイコ（背負子）でかつぎ，

沼から沼ノ端駅へ，そして汽車で美々駅で降り，

御前水まで運ぶのが日課となっていた。』とも書か

れ，当時の大変な苦労が忍ばれます。 

ウトナイ沼には美々川という流入河川があり，

美々川で放流されたサケ稚魚はウトナイ沼を経由

して勇払川から太平洋へ降海します。坂野(1964)

によりますと、ウトナイ沼はサケ遡上河川の水源

域の中流部に湖沼が存在する数少ない水系の一つ

です。 

2017 年に廃駅になった美々駅跡近くにある御

前水の石碑を写真２に示します。 

 

写真２．御前水の石碑 

 

御前水の由来は次のように伝えられています。

開拓使十カ年計画が翌年終了することに伴い，明

治 14(1881)年に開拓使長官黒田清隆は明治天皇に

情勢視察のための北海道行幸を陳情しました。そ

の年，明治天皇は大隈重信参議らとこの地を訪れ，

美々鹿肉缶詰製造所で小休止をとられた際にこの

湧水が御膳に供されたことから“御前水（ごぜん

すい）”と呼ばれるようになったそうです。 

また，毎年１０月２４日の供養祭が早来町の昭

徳寺の司祭のもと行われていると“とまこまいの

石碑”には記されているので，室蘭線の遠浅駅の

すぐ側にあるその寺を訪ねてみました。そして，

供養祭は一昨年を最期としたこと，地蔵尊像はそ

のまま残されているという情報を得ることが出来

ました。筆者もいつの日か，このウトナイ沼の畔

に建立されたアキアジ地蔵尊像を訪ねたいと考え

ています。本稿では，掲載されている写真のコピ

ーを紹介します（写真３）。 
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写真３．アキアジ地蔵尊像 
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