
（別添４）

漁場の区割りについて

特区適用漁場の区域を明確とする区割りに当たり，地元漁民の生業の維持及び関係漁民の特区適用漁場の属す

る水面の総合的利用に支障を及ぼすことがないよう，以下のとおり実施した。

１．区割りの対象漁場

桃浦地区の漁民が，震災前ＪＦみやぎの漁業権管理の下で漁業権を行使してきた漁場には，以下の２つがあ

る（別添４－２－１）。

（１）桃浦地区と周辺地区が地元地区として設定されている漁場（以下「共同漁場」という。）

（２）桃浦地区が単独で使用してきた漁場（以下「単独漁場」という。）

２．区割りの種類

桃浦地区は共同漁場及び単独漁場を有していることから，漁場の区割りについては，以下の２つが必要とな

る。

（１）桃浦地区と周辺地区の間の区割り（以下「地区間の区割り」という。）

（２）桃浦地区で桃浦ＬＬＣに加入せずカキ養殖業の行使の継続を希望する漁民（以下「カキ養殖業行使希望

者」という。）との間の区割り（以下「地区内の区割り」という。）

３．地区間の区割りの状況

（１）共同漁場は，漁場図のとおりであり，折浜地区，月浦地区，侍浜地区及び荻浜地区の４地区との共同漁場

は５箇所，折浜地区及び蛤浜地区との共同漁場は１箇所である（別添４－２－１）。

（２）県による実態調査の結果，全ての共同漁場において，各地区ごとのカキ養殖漁場の場所は従来から固定化

して利用されており，地区間で漁場が重複又は入会いすることはないとの説明を関係漁民から受けた。この

ため，洋上調査により，従来からの桃浦地区と周辺地区の間の漁場の境界を確定し，周辺地区の漁民に当該

境界を示し，特区適用漁場の属する水面の総合的利用に支障がないことを確認し、確定させた。

４．地区内の区割りの状況

（１）実態調査の結果，カキ養殖業行使希望者は，現時点では１名である。

なお，この１名のほかカキ養殖業の継続の意向を示したものの，健康上の問題から現時点で着業すること

はできず，今後については桃浦ＬＬＣに加入するかどうかも含め現時点では決められないとの意向を示した

者が１名おり，意向聴取の際，地区内の漁場の区割りについて意見がない旨を確認している。

（２）このため，カキ養殖業行使希望者と桃浦ＬＬＣとの間で漁場の区割りの調整を行ったが，特定区画漁場免

許事業を行う漁場を桃浦ＬＬＣ側が先行して示すこととすれば，カキ養殖業行使希望者との間での調整が困

難となるため，桃浦ＬＬＣがカキ養殖業行使希望者の意向を受け入れることにより区割りを行い，操業の継

続に支障がない旨カキ養殖業行使希望者に対し確認をし、確定させた。

５．共同漁業権と漁船漁業の利用

単独漁場及び共同漁場には重複して，共同漁業権（第一種及び第二種）が設定されているほか，漁船漁業が

営まれてきている（別添４－２－２）。桃浦地区及び周辺地区の漁民に対し，特区の対象は特定区画漁業権の

みで，他の漁業には制度上影響しないことを県から説明し（別添４－３），さらに，桃浦ＬＬＣとして，これ

ら漁業の従来どおりの操業は影響なく，操業に支障を及ぼさないこととしており，このことを書面により示し

ている（別添４－４）。したがって，この区割りにより，関係漁民の営むこれら漁業に支障は生じない。

※ 以上の経過は「区割りの経過」（別添４－１）のとおり。



（別添４－１）

区割りの経過

１ 地区間の区割り（３関係）

以下の各地区において，支部長及び支部長から参集した関係者に対し，次を実施。なお，可能な限り多数の

者の参加を依頼したが，特区自体への反発やカキ養殖の繁忙期にあたることなどから，参加者は支部長のほか

カキ養殖業者が中心となった。

なお，いずれの各地区も特区制度には反対との意見であった。また，特区制度に対する質問については県か

ら回答した。

（１）荻浜

１１月２１日（水）

荻浜地区支部長に対し，桃浦ＬＬＣの特区適用漁場の利用について説明するとともに，今後，漁業実態

の調査，洋上での位置確認を行いたい旨を伝達し，今後支部ごとに県からの説明会を設けたいと要請。カ

キ漁場の状況を聴取したところ，漁場は地区ごとに明確となっていて他地区の漁場に筏を設置することは

ないことを確認。また，ワカメ養殖については、荻浜地区漁民のみが荻浜地区と一部侍浜地区の区画内で

行っていることを確認。また，共同漁業等についても従来どおり操業できるのであれば問題ないとのこと。

支部の説明会については，特区自体への反発から漁民を集めることは困難だが，必要に応じて関係者の意

見を聞くこととしたいとのこと。なお，特区による漁業権の設定は反対との意見。

１２月１１日（火）

支部長及び漁場管理委員長により，洋上においてカキ養殖の漁場の区画を確認。

１２月２４日（月）

支部長及び漁場管理委員長に対し，カキ漁場の境界の確認結果について説明，意見交換し，従来どおり

の区画で問題ない旨を確認。また，特区に関しての懸念，質問等に対し回答した。

１月２５日（金）

支部長及び漁場管理委員長に対し，桃浦ＬＬＣの漁場の考え方についての資料及び区割りについて説明

し，カキ養殖を含めた漁業を行う上で支障がないことを確認。ただし，特区については賛成とは言えない

との意見。

（２）侍浜・月浦（各支部長の要望により侍浜・月浦合同で実施）

１１月２１日（水）

侍浜（支部長ほか１名）及び月浦（支部長ほか２名）に対し，桃浦ＬＬＣの特区適用漁場の利用につい

て説明するとともに，漁業実態の調査，洋上での位置確認を行いたい旨を伝達し，今後支部ごとに県から

の説明会を設けたいと要請。営んでいる区画漁業はカキ養殖のみで、隣浜との間でカキ漁場は境界があっ

て入り会いはないことを確認。説明会については、カキの繁忙期にあたることや特区自体への反発から漁

民を集めることは困難で，支部長等による今回のメンバーで話をし，必要に応じて関係者の意見を聴くこ

ととしたいとのこと。

１１月２９日（木）

侍浜地区（支部長ほか１名）及び月浦地区（支部長ほか２名）により，桃浦地区（支部長ほか５名）が

同行し，洋上においてカキ養殖の漁場の区画を確認。また，従来のカキ養殖について聴き取り調査。カキ

養殖は，従来から，隣接する月浦地区及び荻浜地区との間で短冊状に漁場を分けており，地区間の相互入

会はしてきていないことを確認。

さらに，他の漁業の漁場，人数等の状況について聞き取り調査。ウニ・アワビ等を採捕する第一種共同

漁業権漁業及び小型定置漁業は地区の漁場（区画漁業権の漁場と同じ）内のみで営まれている。第二種共

同漁業権に基づくハモ胴漁業や刺し網漁業等の漁船漁業は桃浦地区の漁場でも営まれてきているが，従来

どおりの操業に支障がないのであれば問題ないことを確認。

１２月１３日（木）

侍浜地区（支部長ほか２名）及び月浦地区（支部長ほか１名）により，洋上でカキ養殖漁場の区画を確



認したほか，漁業の状況について聴取。また，両地区の出席者に対し，これまで聴取した事項に基づく資

料を手交，確認を依頼。さらに，桃浦ＬＬＣとの間のルール決めやトラブル回避の窓口や話し合いの場の

設置が要望された。

１月２０日（日）

侍浜地区（支部長ほか２名）及び月浦地区（支部長ほか２名）に対し，桃浦ＬＬＣの漁場利用の考え方

を示す資料及び洋上で確認した結果に基づく桃浦地区のカキ養殖の漁場の図を示し，区割りについて説明

し，操業の継続に支障がないことを確認。

１月３０日（水）

月浦支部に属する別のカキ養殖業者３名に対し，特区を活用する桃浦ＬＬＣの漁場利用の考え方を示す

資料を示し，内容を説明，区割りについて説明し，操業の継続に支障がない旨確認した。また，侍浜支部

の１名に対し，２０日に依頼のあった桃浦地区のカキ養殖漁場の図及び境界の緯度経度を示した資料を手

交し，侍浜支部長及び月浦支部長への提供を依頼した。

（３）蛤浜・折浜・小竹浜（各支部長の要望により合同で実施）

１１月２２日（木）（折浜地区・蛤浜地区合同）

折浜地区（支部長ほか１名）及び蛤浜地区（支部長）に対し，桃浦ＬＬＣの特区適用漁場の利用につい

て説明するとともに，今後，漁業実態の調査，洋上での位置確認を行いたい旨を伝達。特区についての懸

念や人間関係の悪化について意見があった。

漁場の区割りについては，特区に賛成と思われたくないとしつつ，実態としては，桃浦との境には両者

合意のもとでボンデンが入っており，境界自体には問題はないと確認。このほか，漁場利用と養殖の実態

を聴取した。

１１月２４日（土）（小竹浜地区）

小竹浜地区（支部長、漁場管理委員）に対し，桃浦ＬＬＣの特区適用漁場の利用について説明するとと

もに，震災前後の漁業実態を調査した。また，今後，漁業実態の調査，洋上での位置確認を行いたい旨を

伝達し了解。養殖の実態としてはカキ養殖のみであり，震災後，未だ復旧していないが，今までどおりの

区域でカキ養殖を行うことを考えており，特区の区割りによる行使上の支障は特に生じないことを確認。

また，ウニ・アワビ等を採捕する第一種共同漁業権漁業，第二種共同漁業権に基づく小型定置漁業は，

小竹浜地区の漁場（区画漁業権の漁場と同じ）内での行使，雑魚せん漁業（ハモ胴漁業）と刺し網漁業等

の漁船漁業についても主に同地区の漁場内で営んでおり，従来どおりの操業に支障がないのであれば問題

ないとのことであった。なお，特区問題について集められること自体への苦情や，特区により浜がもめて

いて迷惑である旨の意見があった。

１１月２８日（水）（３地区合同）

折浜地区（支部長、漁場管理委員）・蛤浜地区（蛤浜支部長から折浜支部長に一任）及び小竹浜地区

（支部長、漁場管理委員）により，桃浦地区も同行し，洋上においてカキ漁場の位置を確認。

１２月２１日（金）（小竹浜地区）

小竹浜地区（支部長、漁場管理委員）から，漁場行使実態を調査。

１２月２５日（火）（３地区合同）

折浜地区（支部長、漁場管理委員ほか１名），蛤浜地区（支部長）及び小竹浜地区（支部長、漁場管理

委員）に対し，洋上で確認したカキ漁場のポイントについて図面を示しつつ確認，桃浦地区とのカキ漁場

の境界は現在のボンデンのポイントで異論がないことを確認。また，折浜・蛤浜地区と小竹浜地区の間の

カキ漁場の境界を確認。

１月２２日（火）（３地区合同）

折浜地区（漁場管理委員ほか１名），蛤浜（支部長）及び小竹浜（支部長、漁場管理委員）に対し，桃

浦とのカキ漁場の境界を示して確認。また，これら３地区間でのカキ漁場の境界を確認した。

また，共同漁業権漁業等の他の漁業については，漁場を従来どおり利用することは問題ないことについ

て再度説明，漁業の継続に支障がない旨確認。



２ 桃浦地区内の区割り（４関係）

（１）地区内漁民

１２月６日（木）

桃浦地区で漁船漁業を営んできた漁民である漁場管理委員１名に対し，特区適用後の漁場利用の考え方

について説明の上，地区漁民の懸念等について聴取。桃浦地区全体の漁民を対象として，特区を活用する

漁民・会社から地区漁民に対して説明すべきとの意見。

１２月２５日（火）

桃浦地区の組合員全員に案内して桃浦支部会を開催。会社に参画する漁民１５名，地区漁民１０名が参

加。桃浦ＬＬＣに参画する漁民及び県から，漁場についての考え方，事業内容等について説明し，意見交

換。地区漁民からは，もっと早く説明が行われれば特区に対する見方も違ったとの発言や特区法の期限等

の質問のほか，特区は会社の利益であって地区全体の利益にはつながらないとの意見や，会社は地元出身

者を優先的に採用すべきとの意見。

（２）地区内カキ養殖漁民

桃浦地区におけるカキ養殖業行使希望者との漁場の区割りを実施。

ア カキ養殖行使希望者の確認

１２月３日及び１７日

１１月２７日の地区全体への知事からの説明会の終了後に、カキ養殖を現時点では営んでいないもの

の営む意向を示した者が１名あった。この者に対し，今後の意向を確認したところ，健康が回復したと

きにカキ養殖を行いたいとの思いはあるが，現時点では決められないとし，漁場の区割りに対する意見

がないことを確認した。

１２月４日から２５日

震災前にカキ養殖を営んでいなかった者で共同漁業権を営んでいる者１５名に対し，今後５年間でカ

キ養殖を営む意向を確認した結果，意向を示した者はいなかった。（別添４－１－１）

イ カキ養殖業行使希望者

このため，これ以降，カキ養殖業行使希望者１名の意向を踏まえつつ，地区内の区割りを行った。

１２月３日から３月６日にかけ，カキ養殖業行使希望者１名の漁場に関する意向を確認した。この結果，

カキ養殖業行使希望者１名の意向としては，カキ養殖業行使希望者１名の漁場に加え再開する可能性ある

者の計３名分の漁場を確保したいとのことで，この漁場の区域及び位置は，１年目の生育を行う仮殖場を

確保するとともに，２年目以降の養殖を筏を移動せず周年行いうる沿岸の漁場を確保し，さらに，沖合の

漁場も一部確保したいとのことであった。この沿岸の漁場では出荷用カキ筏約２０台が設置可能で，桃浦

地区では従来からの決まりで一人当たり出荷用筏６台までとなっていることを確認していることから，３

名分の漁場が確保される。

３ 地区全体への説明会

平成２４年１１月２７日，漁協石巻地区支所において，管内漁民約３０名が出席し，知事との意見交換。

知事から，水産業復興特区の目的及び考え方とともに，桃浦の漁民は昔と同じように従来からの桃浦の漁場

でカキ養殖を営みたいと考えているだけで他地区のカキ養殖に影響しないこと，共同漁業権等の他の漁業は従

来どおり操業でき，排除するものではないこと，漁場の区割りは県が行うことを説明。

参加した漁民からは，特区により浜が混乱しているなど特区自体への反発や，特区適用後の漁民間の調整等

への不安などの意見が表明された。

４ 区割り案の最終化

桃浦地区及び周辺地区の関係する漁民に対し，県が赴いて，説明，実態調査及び意見の聴取を行っていった

が，特区自体への反発やカキ養殖の繁忙期に当たること，さらには震災の影響により石巻や仙台等に移転して

いることなどから，その対象は支部長及びカキ養殖業者を中心とした者に留まり，関係漁民全員を対象とする

ことが困難であった。このため，次のとおり，関係する漁民全員に対し，県から文書によりカキ養殖の漁場図

と合同会社による漁場利用の考え方を送付するとともに，意見を聴く機会を確保することとした。



この結果，県が示した区割り案について，地元漁民の生業の維持及び関係漁民の特区適用漁場の属する水面

の総合的利用支障を及ぼすことを具体的に示す意見はなかった。

（１）関係する漁民全員に対し，県から文書により漁場利用の考え方と漁場の区割り図を送付するとともに，

生業の維持，海面の総合的利用への支障等についての意見を聴く旨を伝達。

（２）意見を聴く機会の確保は，①文書又はメールによる回答，②意見を聴く場を複数回設定することによる

こととし，その旨を郵送する文書に記載した。

（３）上記対応を取ることについては，各支部の支部長に対し説明するとともに，２月４日にはＪＦみやぎ石

巻地区支所の運営委員長及び支部長に対して説明した。

（４）３月８日，桃浦地区及び周辺地区（荻浜地区、侍浜地区、月浦地区、蛤浜地区、折浜地区、小竹浜地

区）の組合員全員１９８名に対し文書（別添４－１－２）を送付した。このうち４６名については転居先

不明により返送され，送付することができなかった。

（５）３月１６日及び１７日に石巻市にある県水産総合技術センターにおいて，意見を聴く場を設定し，参加

した関係する漁民からの意見を聴取した。

（６）文書又はメールによる回答及び意見を聴く場における意見は別添４－１－３のとおりであり，総計述べ

５７名から意見があった。





















（別添４－１－３）

区割り案に関する意見の聴取の結果

３月８日に桃浦地区及び周辺地区の関係漁民に対し文書にて通知した結果は以下のとおりとなり、区割り案に

ついて、地元漁民の生業の維持及び特区適用漁場に属する水面の総合的利用に支障ないことを確認した。

１ 回答・参加者数

・書面にて回答：５１名（小竹地区 14、蛤浜地区 1、折浜地区 8、桃浦地区 8、侍浜地区 4、月浦地区 6、

荻浜地区 10）

・意見を聞く場：平成２５年３月１６日１６時～１９時 ５名

平成２５年３月１７日１０時～１２時 １名

１３時～１５時 ０名

計６名

合計 述べ５７名

２ 結果

（１）地元漁民の生業の維持に関する意見

なし

（２）特区適用漁場の属する水面の総合的利用の支障に関する意見

なし

（３）特区に反対する意見

５５名

（４）その他

２名



（別紙）

○ 主な意見と県の考え方

意見の内容（要旨） 意見に対する県の考え方

・浜の意見書のとおり。特区は絶対反対。 計画している特区は、これまで桃浦地区のみがカキ養殖

・大区画に逆行している。 を営んできた漁場を確認して区割りし、この漁場内に導入

・隣接する漁場ははみ出しが出来なくなり筏の するものであり、周辺地区の操業の継続に支障はなく、関

展開が制限され生産性が落ちる。 係漁民の生業の維持や海面の総合的利用に支障を及ぼすも

・漁場を拡大するのは絶対に反対。 のではありません。

・航路を狭くしてまで特区を導入するのか。

・特区の区割りを了承した覚えはない。

・今後、桃浦ＬＬＣ以外の者がカキ養殖を行い 漁場については、桃浦ＬＬＣに参加しない漁業者や今後

たいと思った場合、漁場確保が困難となり実 カキ養殖を行う可能性のある者の漁場も含めて区割りして

行が不可能になる危険がある。 おり、カキ養殖の操業の継続に支障はなく、関係漁民の生

業の維持や漁場の属する海面の総合的利用に支障を及ぼす

ものではありません。

・餌生け簀の一時置き場を今までどおり借りら 特区の対象は特定区画漁業権のカキ養殖業だけであり、

れますか。 また、桃浦ＬＬＣとして、関係漁業者の従来どおりの漁業

の操業に支障を及ぼさないことを県及び漁協に対して書面

で示しており、関係漁民の営む漁業に支障は生じないので、

生業の維持や海面の総合的利用に支障を及ぼすものではあ

りません。

・特区で漁場を囲い込み新規の人を受け入れな 桃浦ＬＬＣとしては、担い手として新規の雇用を受け入

いのか。 れることとしています。

・どうしても免許を桃浦に与えるというのであ 漁場の秩序維持については、県として、今後の桃浦地区

れば、漁業者の同意を取って、もめないよう の漁場利用について、桃浦ＬＬＣと地元漁民との間に入り

にするべき。 話し合いの場を設定するなど、無用の混乱が生じないよう

・漁業者を分断する特区は反対。 必要な関与を行っていくこととしています。

・仮に漁場でもめ事があった場合仲裁に当たる

第三者はいるのか。

・桃浦ＬＬＣが漁場を抵当に入れた場合はどう 制度上抵当権の設定は可能ですが、桃浦ＬＬＣ及び仙台

なるのか。 水産に対し、抵当権を設定する意思はないことを確認して

います。

・漁業法のもと漁協が管理して来た漁場を、県 これまで、我が県においては、全ての特定区画漁業権が

は、漁協が独占してきたと述べているが一方 漁協に免許されています。この免許は、漁協自らは漁業を

的ではないのか。 営まず、組合員に漁業を営ませるものであり、漁協はこの

免許に基づき漁業の管理を行ってきています。



ご意見の内容（要旨） ご意見に対する県の考え方

・県はこれまで合併を進めて来たのに、ここに 県としては、経営基盤の強化などの目的で漁協合併を推

来て漁業権を桃浦ＬＬＣに与えようとしてい 進してきました。漁協は、各種事業や漁場管理などにより、

る。矛盾しているのではないか。 組合員の復旧・復興はもとより、水産業の生産力の向上に

重要な役割を担っていると認識しています。

一方、水産業復興特区は、東日本大震災により壊滅的な

被害を受けたことから、沿岸漁業の復興のための選択肢の

一つとして提案したものです。
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