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宮城県石巻市桃浦地区水産業復興特区地域協議会議事録 

 

日 時 平成２５年４月４日（木）午後２時から午後４時５０分 

場 所 宮城県行政庁舎 ４階 庁議室 

 

○小山副参事 

 それでは定刻となりましたので，ただ今から，宮城県石巻市桃浦地区水産業復興特区地域協議会を

開催いたします。 

 なお傍聴者の方におかれましては受付で渡しました傍聴要領に基づく対応をお願したいと思います。 

 はじめに，当協議会でございますけれどもこの規約につきましては，本日お配りしております資料

１のとおりとなっております。 

 続きまして，本日，御出席いただいております，当協議会の構成員の方々を御紹介いたします。 

 協議会の構成員は，復興特別区域法第１３条第２項に規定する特定地方公共団体として宮城県を，

第３項に規定する復興推進計画の実施に関し密接な関係を有する者として，特例を適用し取組を行う

桃浦かき生産者合同会社，それから支援企業として株式会社仙台水産，そして宮城県漁業協同組合を

構成員として組織しております。 

 

 初めに，復興推進計画の実施に関し密接な関係を有する者として，桃浦かき生産者合同会社代表社

員 大山勝幸様でございます。 

 同じく，株式会社仙台水産代表取締役会長 島貫文好様でございます。 

 同じく，宮城県漁業協同組合経営管理委員会会長 菊地伸悦様でございます。 

 同じく，宮城県漁業協同組合代表理事理事長 阿部力太郎様でございます。 

 同じく，宮城県漁業協同組合石巻地区支所運営委員長 伏見眞司様でございます。 

 続きまして，特定地方公共団体として，宮城県の若生副知事でございます。 

 同じく，山田農林水産部長でございます。 

 なお，若生宮城県副知事におかれましては，復興推進協議会を組織する特定地方公共団体の代表と

して規約第５条第２項に基づき，当協議会の会長となっております。 

 

以上７名の構成員の方々でございます。 

 

 続きまして，当協議会の定足数について，御報告いたします。 

 本日の出席者数は７名ですので，規約第６条第２項の規定により，定足数である過半数を満たして

おりまして有効に成立していることを御報告申し上げます。 

 

 それでは，開会にあたりまして，当協議会の会長であります若生副知事から挨拶を申し上げます。 

 

 

○若生副知事 

 皆様，今日は，大変お忙しいところお集まり頂きまして誠にありがとうございます。また，皆様方

には常日ごろから宮城の復興，とりわけ水産業の復旧復興に多大なご尽力を賜っておりますことに対

しまして，この場をお借りいたしまして心から感謝を申し上げる次第でございます。 

（別添５） 
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 さて，皆様すでに御承知のとおりでございますけれども，震災から半年が過ぎました２３年６月，

国におきまして復興基本法が成立いたしまして，その中に復興特区の項目が盛り込まれたところでご

ざいます。そしてまた，そこから６ヶ月後に，いわゆる我々復興特区法と呼んでおりますけれども特

別法が出来まして，様々ないわゆる特区が認められたということでございます。 

   その中に今日ご審議頂きますけども，地元の漁民主体の法人に対しまして，知事が漁業法の優先順

位を適用せずに特定区画漁業の免許をすることが出来る漁業法の特例，これも盛り込まれたというと

ころでございました。 

 このことを受けまして，石巻市の桃浦地区の漁民の方々が是非特区を活用し，養殖業の再開と今後

の復興を図りたいというお申し出がありました。県といたしましては，この方々の取り組みが実現す

ることで浜の漁業生産の増大や雇用の創出が図られ，持続的で安定的な地域産業が形成されるものと

考えまして，このたび復興推進計画案を作成させて頂いた訳でございます。 

 本日の地域協議会は，この復興特区法に基づきまして，県が復興推進計画を作成するにあたり計画

の実施に関し密接に関係を有する方々にお集まり頂きまして，この復興推進計画案について御意見を

伺うことを目的として開催するものでございます。 

 これまで，県といたしましては，法律の要件に照らしまして，洋上の調査も含めた現地調査を丁寧

に行いまして桃浦地区の地元漁民の生業の維持と特例にかかる漁場の属する水面の総合的利用に支障

を及ぼさないことを確認しながら区割りの検討を行って参りました。 

 本日は，ご出席の皆様方に対しまして計画の内容をご説明いたしますので，内容に対する御質問，

また忌憚のない御意見を頂きたいと考えておりますので，よろしくお願い申し上げまして，開会の挨

拶に代えさせて頂きます。本日はどうかよろしくお願い申し上げます。 

 

○小山副参事 

 はいありがとうございました。 

 それでは，議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

 資料は，県から用意した資料１と資料２というものと，JF みやぎさんで用意しました資料一式の３

種類ございます。よろしいでしょうか。 

 それではこれより議事に入りますが，規約第６条第１項の規定によりまして，会長が議長を務めま

すので，若生副知事に議事の進行をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○若生副知事（議長） 

 はい，それでは，規定に基づきまして，議長を務めさせていただきますので，円滑な議事進行に御

協力をよろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

 まず 初に，議事の進め方についてご説明させて頂きますけども，本日の議題は，「復興推進計画（案）」

についてであります。はじめに，県が策定いたしましたこの「復興推進計画（案）」について県の方か

ら説明をさせて頂きます。その後，その「復興推進計画（案）」の内容についての御質問をお受けさせ

て頂きたいと。その次に，構成員の皆様からそれぞれこの「復興推進計画（案）」に対する御意見をお

聞きするという流れで進めさせて頂きたいと思います。 

 それでは，議事のこの「復興推進計画（案）」につきまして，特定地方公共団体であり，またその特

定区画漁業権の免許事業の実施者である宮城県農林水産部長から説明願います。 

 

○山田農林水産部長 
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 はい，それでは，私の方から復興推進計画（案）につきましてご説明をさせて頂きたいと思います。 

 すいませんが座ったままで説明をさせて頂きますのでよろしくお願いをいたします。 

本日の配付資料の資料２の方をご覧頂きたいというふうに思います。 

 御案内のとおりでございますが，復興推進計画，これにつきましては，復興特別区域法，この法律

の第４条の第２項の規定によりまして定める内容が規定されております。それは，１つには復興推進

計画の区域でございます。２つには復興推進計画の目標でございます。３つに，目標を達成するため

に推進しようとする取組の内容でございます。４つ目に，目標を達成するために当該区域において実

施しようとする復興推進事業の内容及び事業主体でございます。５つ目に，特例措置の内容でござい

ます。そして６つ目に，復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に必要な事項，これ

らを定めるものとされておりますので，今回作成いたしました復興推進計画(案）にも，そのような内

容を記載しております。このことから，それぞれの項目について概要を説明をさせて頂きます。 

 

 計画書の１ページのはじめに，復興推進計画の区域１として記載してございます。 

 これについては，水産業復興特区といたしまして特定区画漁業権免許事業に係る区域を宮城県石巻

市桃浦地区ということで規定をさせて頂いております。 

 

 （２）で区域の現状を記載してございます。石巻市桃浦地区は，震災前は年間約２００トン，約２

億５千７百万円のカキの水揚げがあり，カキ養殖は地域の経済活動の中心となっておりました。 

 しかし，東日本大震災の影響により，カキ養殖施設や漁船のみならず，陸上施設や住居を含めた漁

業集落の全てが壊滅的な被害を受け，カキ養殖業再開の見通しが立てられない状況となったところで

ございます。 

 震災前１９名いたカキ漁民のうち震災後の再開を目指したのは当初わずか３名で，それ以外の方々

はほとんど６０代以上と高齢で後継者もおらず，カキ養殖の再開を決断できていない状況でありまし

た。また，住民のほとんどが地区外の仮設等に移動し，カキ養殖に必要なカキ剥き作業の人材確保も

極めて困難となっており，桃浦地区の漁民のみでは，必要な養殖施設等の整備，人材の確保を行うこ

とが困難な状況にありました。 

 さらに，多くの地域住民が携わってきた刺網，採貝藻等の漁業につきましても，震災により壊滅的

な被害を受けており，桃浦地区の経済活動は極めて停滞し，漁民コミュニティの崩壊が懸念されてお

ります。 

 

 次，復興推進計画の目標についてでございます。１ページの下段を御覧頂きたいと思います。 

 （１）目標でございますが，民間企業の技術・ノウハウ等を活かし，カキ養殖生産から加工・販売

までの一貫した取組を行うために設立された桃浦かき生産者合同会社による６次産業化等の取組を通

じ，漁業生産の増大，地元漁民の生業の維持及び雇用機会の創出を図り，もって，持続的で安定的な

地域産業形成による桃浦地区のコミュニティの再生と復興を推進し，桃浦地区の経済的社会的活性化

を図ることであります。 

 

 数値目標につきましては，漁業生産の増大，地元住民の生業の維持，雇用機会の創出のを３つを掲

げており，漁業生産の増大についての目標については，２ページをお開き頂きたいと思いますが，震

災前の構成員の年間生産金額１億９千４百万円より５０％向上させ約３億円まで増大することとして

おります。 
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 雇用機会の創出についての目標は，桃浦合同会社において桃浦地区の漁民１５名を雇用するととも

に，流通・加工も含め当該法人においてさらに約４０人の雇用を創出することとしております。 

 

 次に３でございます。次の目標を達成するため推進しようとする取組の内容について御説明いたし

ます。 

 桃浦地区において，カキ養殖業の共同化や協業化を進めるとともに，法人化による漁業経営者の確

保と経営の安定化を目指し，漁民グループと民間会社が連携した法人の設立を検討し，震災から約１

年半後の平成２４年８月３０日，桃浦地区カキ漁民の１５名により，桃浦かき生産者合同会社が設立

されました。 

 

 その後，同年１０月５日には，地元の水産物卸売会社が桃浦合同会社に経営参画いたしまして，民

間企業の加工・販売に関する技術・ノウハウを活用し，新たな漁業経営者の確保，生産基盤の安定を

図るための取組を進めることとしております。 

 

 桃浦合同会社は，免許を受ける平成２５年度からカキ養殖事業を本格化させることとしており，そ

の内容は別添の２のほうの「桃浦かき生産者合同会社の概要」という資料がございますが，２ページ

ものの資料でございます。開いて頂きますと記載してございますが，具体的な計画を有するものとな

っているところであります。 

 

 さらに，桃浦合同会社，地元水産物卸売会社の経営参画・経営指導・資本参画等を受けまして，か

つ，これまでカキ養殖を営んできた漁民が組織した法人でありますので，カキ養殖の事業を適確に行

うに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するとともに，十分な社会的信用を有するものであります。 

 

 次に，復興推進事業の内容及び事業主体についてご説明をいたします。２ページの下段の４になり

ますが，桃浦地区における特定区画漁業権の内容たる区画漁業として，震災前から当該地区漁民が営

んできた漁場におけるカキ養殖について，桃浦合同会社に対して漁業権の免許ができるようにし，筏

や漁船等の生産資材の確保，直販等の新たな販路の拡大，地元漁民の雇用の確保等を行うことにより，

復興を推進いたします。 

 

 また，円滑に復興を進めるため，震災前に宮城県漁業協同組合の漁業権管理の下でカキ養殖業を行

使し，今後も当該漁場で桃浦合同会社に加入せず，カキ養殖業の行使の継続を希望する漁民に対して

も，引き続きカキ養殖業の行使実態を確保できるよう，一部の漁場は特定区画漁業権免許事業の適用

対象としないこととしております。 

 

 それでは，特定区画漁業権免許事業を実施しようとする漁場の位置と区域についてご説明いたしま

す。別添の３の資料をご覧願います。 

よろしいでしょうか。カラーの図面になってございますが，この図の中で，点線で示しているエリア

が，桃浦地区漁民が震災前からカキ養殖を営んでいた漁場でありまして，このうち，実線で囲まれ斜

線を引いている部分，具体的には，右上の A から G で囲まれた漁場，それから H から J で囲まれた

漁場，K から R で囲まれた漁場，そして，S から X で囲まれた漁場の４つの漁場が特定区画漁業権免
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許事業を実施しようとする漁場になります。 

 一方，右上の方でございますが，K と R で結んだ実線と岸側の点線で囲まれた漁場，それから R と

Q と P を結んだ実線と岸側の点線で囲まれた漁場，それから W と V と U を結んだ実線と点線で囲ま

れた漁場，左の下の方になりますが，これらにつきましては，特定区画漁業権免許事業を適用しない

こととしております。 

 

 次に，このような漁場の位置及び区画を明確にするために行ってまいりました関係漁民との調整経

過についてご説明を致します。なお，これ以後，漁場の位置と区域を明確にすることを「区割り」と

いうふうに呼ばせて頂きますので，よろしくお願いします。 

 資料をさらにめくって頂きまして別添４の漁場の区割りについてという資料，こちらの方をですね

御覧頂きたいと思います。 

  

 ２のところに区割りの種類，記載してございますが，ここに記載してありますとおり，桃浦地区は，

共同漁場と単独漁場を有しているところでございます。従いまして漁場の区割りは，桃浦地区と周辺

地区の間の区割り，所謂「地区間の区割り」ということになりますが，これと，桃浦合同会社に加入

せずカキ養殖業の行使を希望する漁民，すなわち「カキ養殖業行使希望者」との間の区割り，これは

所謂「地区内の区割り」ということになりますが，この２つが必要となるところでございます。 

 始めに，地区間の区割りの状況についてご説明をいたします。 

 併せて別添４－２－１になります。また，カラーの資料になります。後ろの方にございますが，桃

浦地区及び周辺地区の区画漁業の状況でございます。 

 桃浦の共同漁業につきましては，漁場図のとおりでございまして，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沖側の５箇所，折浜地区及び蛤浜地区との共同漁場は岸側の１

箇所でございます。 

 このような中で地区間の区割りを行うため，県といたしまして，荻浜，侍浜，月浦，蛤浜，折浜，

小竹浜の各地区において，各地区の支部長及び支部長から参集をしていただいた関係者に対しまして，

実態調査を実施致したところでございます。 

 

 また戻って頂きまして別添４の次ページ，別添４－１と記載をさせて頂いております区割りの経過

ということで記載をさせて頂いております。こちらをご覧頂きたいと思います。こちらにそれぞれの

浜での区割りの経過につきまして，１～２ページに具体的に記載をさせて頂いておりますが，本日は，

代表といたしまして，侍浜，月浦における経緯についてご説明いたします。 

 

 別添４の１ページの中段でございますが，（２）の侍浜，月浦をご覧下さい。 

 昨年になりますが，１１月２１日水曜日，県で出向きまして，侍浜の支部長ほか１名の方と月浦の

支部長ほか２名の方々に対しまして，桃浦合同会社の特区適用漁場の利用につきまして，別添の４－

３という資料がまた後ろの方にございます。この資料をお配りいたしまして，具体的には，桃浦合同

会社の漁場はこれまで桃浦の漁業者の方々がカキ養殖を行ってきた漁場のみであること，それから，

合同会社が行う漁業はカキ養殖のみであること，それから，共同漁業権は特区の対象ではなく，従来

どおり操業することができることを説明させて頂きますとともに，漁業実態の調査と洋上での位置確

認を行いたい旨の話をさせて頂いたところでございます。 

 その際，営んでいる区画漁業はカキ養殖のみで，隣の浜との間でカキ漁場は境界があり，入り会い
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は行われていない，ということを確認させて頂いたところであります。 

 

 そして，１１月２９日木曜日に，侍浜地区の支部長ほか１名の方と月浦地区の支部長ほか２名の方

に，桃浦地区の支部長ほか５名が同行をさせて頂きまして，２隻の漁船で，洋上においてカキ養殖の

漁場の区画の確認を行ったところでございます。 

 その際，従来のカキ養殖について聴き取り調査を実施し，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ということ

を確認させて頂いたところであります。 

 さらに，他の漁業の漁場等の状況について聞き取り調査も行いまして，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おりますが，従来どおりの操

業に支障がないのであれば，問題がないことを確認をさせて頂いております。 

 

 １２月１３日木曜日には，侍浜地区の支部長ほか２名の方，月浦地区の支部長ほか１名によりまし

て，洋上でカキ養殖漁場の区画を確認したほか，次ページになりますが，両地区の出席者の皆様に対

し，これまで聴取した事項に基づく資料を配布して，確認の依頼を行ったところであります。その際，

桃浦合同会社との間のルール決めや，トラブル回避の窓口となる話し合いの場を設置して頂きたいな

どの要望があったところであります。 

 

 続きまして，１月２０日，今年になりますが日曜日，侍浜地区の支部長ほか２名の方，月浦地区の

支部長ほか２名の方に対しまして，桃浦合同会社の漁場利用の考え方を示す資料と，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をさせて頂いて，操業の継

続に支障がないことを確認させて頂いたということでございます。 

 さらに，１月３０日水曜日，月浦支部に属する別のカキの養殖業者３名の方に対しましても，特区

を活用する桃浦合同会社の漁場利用の考え方を示す資料を提示し，区割りについて説明した結果，操

業の継続に支障がないということを確認させて頂いたところでございます。 

 

 以上，代表として説明させ頂きましたが，このような現地調査，洋上調査を各浜においても同様に

行い，同様の確認をさせて頂いたということでございます。 

 

 また戻って頂きまして，別添４の「漁場の区割りについて」の中段，３のですね，地区間の区割り

の状況，（２）をご覧頂きたいと思います。 

 このような実態調査を県で各浜で行わせて頂きました結果，全ての共同漁場について，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いるということと，地区間で漁場が重複又は

入会いすることはないということを，関係の漁民の方々から説明を受けたということでございまして，

このため，洋上調査によりまして，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させてい

ただき，周辺地区の漁民に対して，当該境界を示させていただきまして，特区適用漁場に属する水面

の総合的利用に支障がないことを確認させていただいて，地区間の区割りを確定したものであります。 

 なお，この調査の中では，特区について賛成とは言えない，あるいは，特区問題で集められること

自体への苦情，さらには，特区により浜がもめて迷惑である等の意見を頂いたところでございます。 

 

 次に，地区間の区割りの状況について説明致します。 
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 ２枚めくって頂きまして，２桃浦地区内の区割りの（２），地区内カキ養殖漁民のところを御覧頂き

たいと思います。３ページになります。 

 地区内の区割りにつきましては，まず，カキ養殖行使希望者の方の確認を行わせていただきました。 

 １１月２７日の地区全体への知事からの説明会の終了後でございますが，カキ養殖を現時点では営

んでいないものの，今後営む意向を示した方が１名ございました。このため，この方に対して，今後

の意向を確認させて頂きました。その結果，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いうことを，お伺いしましたが，漁場の区割りに対しては意見がな

いことを確認させて頂いております。 

 

 次に，１２月４日から２５日にかけまして，震災前にカキ養殖を営んでいなかった方１５名に対し

まして，聞き取り調査を実施し，今後５年間でカキ養殖を営む意向はないということを確認させて頂

きました。このことについては，別添４－１－１に資料としてまとめさせて頂いております。今の資

料の後ろにあります。 

 これらの調査の結果，カキ養殖業行使希望者の方は，現時点では１名であることになりまして，こ

の方の意向を踏まえつつ，地区内の区割りを行ったところであります。 

 

 ３ページにございますが，（２）の地区内カキ養殖漁民のイ，カキ養殖業行使希望者を記載してあり

ます。ここを御覧頂きたいと思います。 

 １２月３日から３月６日にかけまして，カキ養殖業行使希望者１名の漁場に関する意向を確認させ

て頂きました結果，カキ養殖業行使希望者１名の意向としては，再開する可能性のある者も含め計３

名分の漁場を確保したいということでございました。 

 この漁場の区域及び位置につきましては，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

ということでございました。 

 

 この沿岸の漁場は，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，それで３名分の漁場が確保されま

す。 

 

 そして，カキ養殖業行使希望者の方と桃浦合同会社の間で漁場の割り振りの調整になりますが，こ

れにつきましては，特定区画漁場免許事業を行う漁場を桃浦合同会社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り，桃浦合同会社がカキ養殖業行使希望者の意向を

受け入れるということで区割りを行いまして，操業の継続に支障がない旨をカキ養殖業行使希望者に

対し確認をさせていただき，区割りを確定させて頂いたということでございます。 

 

 次に，同ページの４の区割りの 終化のところを御覧頂きたいと思います。 

 先にご説明をさせて頂いてきておりますが，桃浦地区と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まいりましたが，特区自体への反発，それからカキ養殖

の繁忙期に当たるということ，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，

関係漁民全員を対象とすることが困難でありました。 

 こういう中で区割りを 終化するため，関係する漁民全員の方に対しまして，県から資料また別添
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で４－１－２になりますが，この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

送付させて頂きますとともに，意見をお聴かせ頂く機会を確保することとしたものであります。 

 

 同封した漁場利用の考え方の内容は，合同会社が行うのはカキ養殖のみであること。合同会社が行

うカキ養殖は，これまで桃浦の漁業者がカキ養殖を行ってきた漁場内であること。桃浦や周辺の浜の

皆さんは，アワビやウニの採捕や刺網等は従来どおり操業することができること。合同会社のカキ養

殖の漁場利用は従来どおりで，密殖等で周辺に迷惑をかけないこと。合同会社は，ノロウィルスや貝

毒の衛生検査について，漁協と共同歩調をとることとなっております。 

 

 次のページを御覧頂きたいと思います。 

 ３月８日になりますが，桃浦地区及び周辺地区の組合員１９８名の方に対し文書を送付致しました

結果，４６名の方については，転居先不明により返送されてまいりましたが，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設定した，意見を聴く場に参加した６名の漁民から

意見を聴取させて頂きましたほか，書面による回答は５１名の方からあり，総計で述べ５７名から意

見を頂きました。その結果は，４－１－３の資料になりますが，こちらにとりまとめておりますので

御覧いただきたいと思います。 

 

 このとりまとめをさせて頂いた主な意見の内容につきまして，県の考え方を，ここで説明をさせて

頂きたいと思います。開いて頂きますと内容が記載してございます。 

 まず始めに，「浜の意見書のとおり」という御意見が多数ございました，これにつきましては，２月

１９日にＪＦみやぎ石巻地区支所から知事あて提出された「水産特区問題に関する浜の意見書」の７

項目でございますので，これに対する県の考え方を説明させていただきたいと思います。 

 

 １点目に「生産性の高い漁場・低い漁場があるため，桃浦のカキ生産者は毎年漁期前にクジで漁場

を決め公平に使ってきたが，桃浦合同会社の漁場を区割りをすると，他の桃浦カキ生産者の漁場が固

定化されてしまい生産に影響が出る。」という意見でございました。 

 これにつきましては，先ほど区割りの説明でも述べましたが，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結果，カキ養殖業行使希望者１名の意向として，再開する可能性ある方も含め

て，計３名分の漁場として，１年目の生育を行う仮殖場の確保，２年目以降の養殖を筏を移動せずに

周年行いうる沿岸の漁場を確保して，さらに，沖合の漁場も一部確保したいという意向でございまし

た。 

 このカキ養殖業行使希望者の方の意向を桃浦合同会社が受け入れることにより区割りを行い，これ

によりまして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させて頂いて，区割り

を確定させて頂いておりますので，生産に影響が出るものではございません。 

 

 ２点目の「組合管理の漁場であれば筏のはみ出しなど法的に問題なかったが，隣り合う桃浦合同会

社の漁場へのはみ出しは３年以下の懲役・２００万円以下の罰金と重い法律違反になるため，隣接す

る漁場は養殖筏の展開が難しくなる。」という意見がございました。 

これにつきましては，これまでも各浜のカキ養殖漁場は固定化されており，漁場のはみ出しを容認

するような入り会いの事実はなかったということで確認させて頂いております。その上で，これまで

桃浦でカキ養殖を営んできた漁場内に特区を適用いたしますので，他の地区の漁場はこれまでどおり
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でございます。従いまして，筏の展開が難しくなるというような区割りとはなっていないと考えてお

ります。 

 

 次に，３点目「桃浦合同会社に漁場を与えれば，将来自分で養殖を行いたいという桃浦の生産者が

現れた場合，与える漁場がなくなる。」という意見を頂きましたが，これも先にご説明をさせて頂きま

したとおり，桃浦地区の関係者に対し聞き取りを行ったところ，健康が回復した時にカキ養殖を再開

したいという思いのある１名の方以外は，今後５年間でカキ養殖を希望している漁業者の方はおりま

せんでした。そういう事実がございますが，将来の新たな地元からの養殖希望者の方の漁場も確保し

た区割りとしているところでございます。 

 

 ４点目の「９月の漁業権の一斉更新に向けて，漁場環境に配慮し密殖防止を図り，高品質の養殖品

を生産していくため，広間隔で筏を展開できるよう，現行漁場を統合し大区画漁場として新たに申請

する計画であるが，この計画の実現が難しくなる。」という御意見がございました。 

これまで述べさせて頂いてきましたとおり，実態調査をさせて頂いた結果，各地区ごとにカキ養殖

漁場は，従来から固定して利用されており，地区間で漁場の入り会いをすることがないことを確認し

て区割りをさせて頂き，境界を確定させて頂いたところでございます。 

 このようなことから，桃浦の漁場を特区適用漁場としても，周辺の浜のカキ養殖者の方のこれまで

の漁場に影響するものではないので，大区画化することを含めまして，周辺の浜のかき養殖者の方々

の水面の総合的利用に支障を及ぼすものではない，と考えてございます。 

 

 次に，５点目として「組合が窓口となり関係浜が共同で行う筏数制限や展開の方法などを取決める

機能がなくなり，漁場の秩序維持が難しくなるなど浜に問題を引き起こす。」という御意見がございま

した。 

これにつきまして，合同会社につきましては，周辺地区の漁民の方に対しまして，カキ養殖につい

て漁場利用は従来どおりであり，密殖等で周辺に迷惑を及ぼさないことについて，宮城県及びＪＦみ

やぎさんに対しまして書面で誓約を致しております。 

また，宮城県と致しましても，桃浦合同会社と地元漁民との間に入りまして，無用の混乱が生じる

ことのないよう必要な関与を行って参りたい，というふうに考えてございます。 

 

 ６点目といたしまして「過去に県の指導で沖の漁場は共有で申請し免許され，浜の話合いで漁場を

配分したものである。これを震災時の今あえて分断しようとする県のやり方に不信感を抱くようにな

っている。」というご意見を頂きました。 

これにつきましては，沖の漁場は，御説明いたしましたとおり，実態としては，地区ごとの漁場は

決まっていて，重複したり，入り会いしたりすることはない，という実態を確認させて頂いた上で，

その境界を確認しております。従いまして，これまでどおりの漁場の利用を継続するのに問題はない，

というふうに考えてございます。 

 なお，宮城県として，桃浦合同会社と地元漁民との間に入りまして，無用の混乱が生じないよう必

要な関与を行っていくことと致しております。 

 

 ７点目に「桃浦合同会社は昨年よりカキ生産を行う計画だが，カキ生産も終盤を迎えようとする今

に至っても全く生産が始まっていない状況にある。安定した経営がなされ地元の復興に役立っていけ
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るのか，将来逆に混乱をもたらさないか大変心配である。」という御意見を頂きました。 

 これにつきましては，桃浦合同会社は，地元水産物卸会社の経営指導・資本参画等を受けまして，

かつ，これまでカキ養殖を営んできた地元漁民が組織した法人でございますので，地元漁民の方々が

元々有するカキ養殖事業を的確に行うに足りる技術的能力を有しておりますし，また，地元の水産物

卸会社の経営指導・資本参画を受けることから，経理的基礎と十分な社会的信用を有しているものと

考えてございます。従いまして，安定した経営がなされて，地元の復興に役立って行けるものと考え

ているものであります。 

 

 次に，寄せられた意見に戻ります。 

 この中に「特区の区割りを了承した覚えはない」というご意見を頂きました。先ほど区割りについ

て詳細な説明をさせて頂いたところでございますが，計画している特区につきましては，特区適用区

域につきまして，これまで桃浦地区のみがカキ養殖を営んでいた漁場が対象であります。そして，現

地調査を行った結果，各浜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いることや，

地区間で入り会いすることがないことを確認して，区割りをさせていただき，この漁場内に導入する

ものでありますので，周辺地区の操業の継続に支障はなく，関係漁民の生業の維持や水面の総合的利

用に支障を及ぼすものではないということを確認させて頂いたということでございます。 

 

 次に，「区割りで航路が狭くなり，航行に影響がある」という意見を頂きました。 

 これにつきましては，特区適用漁場の航路の幅は１５０ｍでございます。これは石巻地区の周辺の

航路と同様の幅となっておりますので，漁船の航行等の水面の総合的利用に支障はないものと判断を

させていただいております。 

 なお，航路については，宮城県において，かつて定期船が運航していた際には，定期船が通る主要

な航路については２００ｍの幅を確保するよう指導していたことがございますが，現在は，桃浦地区

も含め，定期船の運航がほとんどなくなったことから，県として２００ｍ確保するような指導は行っ

ていないところであります。 

 

 後に「桃浦合同会社が漁場を抵当に入れた場合はどうなるのか。」というご意見を頂きました。こ

れは御案内のとおり，漁業権は生産者の権利を守るために物権的権利ということで位置づけられてお

りますので，制度上抵当権の設定は可能でございます。 

 しかしながら，全国的にも実際に抵当権を設定している例はないというふうに承知しております。 

このことについては，県から桃浦合同会社及び仙台水産に対しまして，抵当権を設定する意思はな

い，ということを確認させて頂いております。 

 

 以上でございますが，このような意見がございましたが，県が示しました区割りについて，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に支障を及ぼすことを具体的

に示すご意見はなかった，というふうに認識しております。 

 

 また前に戻らさせて頂きまして，復興推進計画（案）に戻ります。 

 ３ページの 下段のエということになります。 

 ここに記載しておりますとおり特定区画漁業権免許事業について，JF みやぎを中心とする関係者か

らは，宮城県による漁業権の特区構想には当初から反対してきており，特区法の活用について依然と
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して反対意見を伺っております。 

 しかしながら，区割りについてはこれまで説明してきましたとおり，関係漁民との間で県は漁場利

用の実態調査及び調整を行いまして，カキ養殖業の継続に支障がないことを確認させて頂いたところ

であります。 

 

 また，特区適用漁場において関係漁民により重複して営まれる可能性のある第一種及び第二種の共

同漁業，そしてその他の刺網等のその他の漁業でございますが，その扱いにつきましても，関係漁民

の漁業継続に支障のないよう対応する旨，桃浦合同会社は誓約をしておりますし，さらに，区割り案

を 終化するに当たりまして，関係漁民の方の意見を聴く場を設けて対応させて頂いた結果，地元漁

民の生業の維持及び関係漁民の特区適用漁場に属する水面の総合的利用に支障を及ぼす恐れがない，

ということが認められたと考えてございます。 

 

 以上から，宮城県が実施主体となりまして，現行の漁業法第１８条の規定の優先順位を適用しない，

特定区画漁業権免許事業に係る規制の特例措置を導入しようとするものでございます。 

 

 また，特定区画漁業権免許事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に必要な事項といたしま

して，桃浦合同会社は，早期の生産活動再開と６次産業化の推進のために補助事業を活用して，養殖

資機材及び加工関連施設の整備を行うとともに，復興に係る雇用対策の助成事業を活用する予定とな

っております。 

 その事業の詳細は，資料の後ろの方になりますが，別添６－１と６－２に記載しております。 

  

 後に，復興特別区域法第４条第３項の規定によりまして，特定地方公共団体は，復興推進計画を

策定しようとするときは，関係地方公共団体の意見を聴かなければならないということで規定されて

おりますので，桃浦地区が存在する石巻市の意見を聴いております。これは資料の一番 後になりま

すが７でございます。 

参照頂きたいというふうに思いますが，その内容につきましては，石巻市の沿岸地域は，基幹産業

である漁業が津波により壊滅的被害を受けており，桃浦地区においても，地域経済を支えてきたカキ

養殖施設や漁船などに甚大な被害があったことから，経済活動が停滞している状況にある。 

 このため，桃浦地区の漁業者が主体となり，民間の資金やノウハウを導入するため合同会社を設立

し，漁業権の免許を受けて養殖業と水産関連産業の復興を図ろうとしていることは認識している。 

 一方で，桃浦地区内には，合同会社に参加しないカキ養殖業者が存在し，周辺地区には刺網などを

営む漁業者がいる。 

 漁村地域においては，震災からの復興に向け，浜が元気と活力を取り戻していかなければならない

が，その主体となるのは地域の漁業者であるので，これまで培われてきた漁村のコミュニティを守り，

生業の維持及び海面の総合的利用に支障がないようして頂きたいと思う。 

 本市としては，漁業者同士が連携し，協調しながら浜の復興に取り組めるよう御配慮いただき，牡

鹿半島周辺地域の基幹産業である漁業が，一日も早く復興を成し遂げられますことを切望する。とい

う内容でございます。 

 

 なお，計画書の中で地域協議会における意見等ということで，復興推進計画（案）の３ページ下段

のウ，地域協議会の開催の欄に記載してございますが，これにつきましては，復興推進計画にこの協
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議会の議事録を添付するということにいたしております。 

  

 長くなってしまいましたが，以上が復興推進計画の内容の説明でございます。 

よろしくお願いをいたします。 

 

○若生副知事（議長） 

 今，只今，少し長めの時間になってしまいましたけれども，県の方から計画案の内容について御説

明させていただきました。まず 初に，今説明した内容につきましては，もう少し詳しく説明してく

れとか，あるいはちょっと疑問点等がありましたら，まず，質問を受付させて頂きたいと思います 

 その後で，この計画案への御意見というのは，そのあと各皆様から，お一方ずつ頂きたいというふ

うに思っております。それではまずご質問等ございましたら，どうぞ皆様挙手の上発言をして頂きた

いと思います。 

 

どうぞ 

 

○菊地会長 

 一巡した後にもう一回質疑応答やりますよね。全体的な今の説明，また我々の反証，それを含めた

終的に諸々。 

 

○若生副知事（議長） 

 それは柔軟にやりたいと思います。 

 

○菊地会長 

 わかりました。 

 

○若生副知事（議長） 

 そうすると，とりあえずここでまず質問なければ，１回閉じて皆さんの意見を聴いた上で，また質

問あれば，質問受け付ける形の方がよろしいですか。 

 

○阿部理事長 

 是非，そうさせて頂きたいと思います。 

 

(賛同) 

 

○若生副知事（議長） 

 それでは質問はあとから出るかもしれませんが，まず御意見を，この復興計画についての御意見を

頂きたいというふうに思っております。 

 御意見につきましては，どのようなやり方がいいのか我々も考えてみたんですけれども，やはり復

興推進計画を，この特区をやるための要件とも言えるような観点が６つほどございます。 

この６つについて御意見頂いた方がよろしいのかなと，あるいは，その６つ全体的な御意見でもよろ

しいと思います。 
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 一応要件的なことを申し上げますと，１つ目としてはですね，地元地区における経済活動が停滞し，

かつ，地元の漁業者のみでは養殖業の再開のために必要な施設の整備，人材の確保その他の措置を行

うことが困難かどうか，というのが一つ目の観点です。 

 ２つ目がですね，事業を実施しようとする者が，速やかに養殖の事業を開始する具体的な計画を有

しているかどうか。 

 ３つ目としては，養殖の事業を的確に行うに足る経理的基礎及び技術的能力を有する者であるかど

うか。 

 ４つ目としてですね，その方々が十分な社会的信用を有する者であるかどうか。 

 ５つ目，６つ目が意外と，ここが中心的なことになる訳ですけれども，５つ目としては，計画の実

施により，漁業生産の増大，地元漁民の生業，所謂生業の維持が図られ，雇用機会の創出，その他当

該地元地区の活性化に資する社会的経済的効果が見込めるかどうか，所謂地元漁民の生業の維持が図

られて，雇用機会が創出されるかどうかということですね。 

 後の６つ目がですね，計画の実施により，免許を受けようとする漁場の属する水面の総合的利用

に支障を及ぼすか否か。こういった６つの観点が，所謂特区法の中に記載されているわけでございま

す。 

 そういったことを中心にですね質問とダブってもいいですけれども疑問点等あれば，一方ずつお話

を頂ければと思います。 

 

 まず，聴く順番を勝手に決めさせて頂きたいと思いますけども，まず実際特区を使って事業をやら

れる桃浦かき生産者合同会社の大山代表様にまずお話を頂きまして，その次に，それを支援なさって

いる株式会社仙台水産の島貫会長様にお願いしたいと思います。その後，宮城県漁業協同組合として

まず菊地会長様，そして伏見運営委員長様，その後に，阿部理事長様の順というところでお一方ずつ

お願いしたいと思います。 

 それでは，まず 初に，大山代表の方からお話を伺いたいと思います。どうぞお座りになって結構

でございますから。 

 

○大山代表 

桃浦かき生産者合同会社の大山です。会社としての意見を述べさせていただきます。座らせていた

だきます。 

 ２０１１年３月１１日，あの東日本大震災の大津波で，桃浦は集落の９０％以上の家屋が流出・全

壊となり，カキ船も約２０数隻中５隻しか残らず，約１６０人の方々が住んでいましたが，６人の方

が犠牲となり，仲間のカキ漁師も一人犠牲になってしまいました。 

 更に，漁港の防波堤も見る影もなく破壊され，岸壁は１メートル以上沈下しました。このことは，

漁港に波が直接押し寄せることであり，台風でも来たら船を安心しておける場所がなく，漁業の再開

は無理であることを現実に突きつけられました。 

 家並みのあった場所を見渡せば，壊れた家屋や船や養殖施設などガレキの山で，復旧の目処も立ち

ません。何よりも問題は，桃浦に仮設住宅を建てる高台がない。 

結局，６５世帯のうち津波の被災を免れた３世帯４人だけが，現在，桃浦に残って住んでおります。

他の住民は集落を出て石巻市内の仮設住宅やアパートに移り住まざるを得なくなったのです。そのた

め桃浦は崩壊寸前となってしまいました。 
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 我々がカキ養殖をやめた場合，漁港や防波堤の復旧に予算が付くのだろうか。漁港が修復されずに

取り残された場合，桃浦は廃墟となってしまう。これだけは避けたい。そのためにもカキ養殖の再開

は必要なんだけれども，それができるかどうか。後継者もいない６０歳を超える我々だけでは再開は

無理だろうし，仮に再開しても家族に借金を残すことになる。などのいろいろな複雑な想いが絡まり，

解決策は見出せないでいました。 

 

 そのような折，「水産復興特区」の話がニュースになり，混乱している 中ではありましたが，「民

間の資本，民間のノウハウ」を活用してカキ養殖を再開し，ふるさとを存続できないかと皆で話し合

いました。 

 その中，知事が国際センターで水産復興特区の説明をすると聞いたので，私を含め 3 名の代表が会

場を訪れ，内容について聞くことができました。 

その足で県庁知事秘書室を訪ね「桃浦は水産復興特区を活用したい」と伝えました。 

震災でうちひしがれ一人一人の明日が見えない中にあって，復興の光が見えたと思える瞬間でした。 

 

 カキ養殖は，種を採ってから水揚げし，販売までに複数年の期間を要します。この間合同会社は，

支援企業である仙台水産から資金援助を受けることになりますが，累積赤字が解消されるまで尚数年

間を要することになります。 

 このような中にあって，販売の独自性，生産基盤としての漁場の安定化は，合同会社存続の上で必

要不可欠であると考えており，そのような観点から，自ら漁業権を持つことが重要であり，特区を適

用して，合同会社の経営の安定を図りたいと考えています。 

 今，合同会社は仙台水産の大きな支援を受けながら少しづつ前進しています。この前進が止まるこ

となく更なる加速をし，桃浦カキ養殖が持続し，村落の復興存続が図られるために，是非この復興推

進計画を進めていただきたいと考えます。 
 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

○若生副知事（議長） 

 ありがとうございました。それでは，株式会社仙台水産の島貫会長様よろしくお願いいたします。 

 

○島貫会長 

 島貫です。よろしくお願いいたします。座らせていただきます。 

 桃浦かき生産者合同会社の支援出資企業として仙台水産の意見を述べさせていただきます。 

当社は東北で唯一の拠点市場として，農林水産省から認定されている仙台市中央卸売市場の卸売会

社でございます。開設者は仙台市であり，農林水産大臣の許可のもと卸売人として市民，県民，東北

一円に水産物を供給しております。農林水産省及び開設者である仙台市への業務及び財産の報告，或

いは検査などを厳しく受けている公的機関の会社でございます。 

 当社は，東日本大震災以降様々な形で多くの漁業者支援を実施してきました。今回の宮城県のマッ

チングによる桃浦についても，その支援の一環であるというふうに認識しております。 

 地域の消費地市場として震災以前から地産地消活動を積極的に推進してきておりました。震災以前

の県内産の取扱い割合は，全体の３４．３％にまで及んでおりました。従って，震災後に漁業者の皆

様方が抱える多くの問題は，これは単に漁業者だけの問題ではなく，我々水産流通に携わる者の経営

に直結する課題であるという認識を持っております。特に震災後の後継者問題は深刻で，水産宮城崩
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壊の危機的状況というふうに捉えております。 

 

 この考え方に基づき，当社は，宮城の漁業が魅力ある産業へ変革することを目指し，桃浦かき生産

者合同会社に対して，一つ販売支援，二つ新しい技術支援，三つ経営支援などを実施してまいります。

この事業は当社の経験を生かして，漁業生産の増大，地元漁民の生業の維持及び雇用機会の創出を図

り，もって持続的で安定的な漁業を目指す新たなビジネスモデルとして確立していきたい，というふ

うに考えております。 

 特に販売支援は当社の得意分野でございます。中間流通の立場から合同会社の６次産業化いわゆる

生産，加工，販売の一体化を強力に推進していくという覚悟でございます。また，桃浦かきの固定客

を作り，生産者と消費者がお互いの顔が見える関係を築き上げます。桃浦のかきをブランド化して育

て，価値を高め，漁業者の手取り向上につなげるよう仕組みの構築を図りたい，というふうに考えて

おります。 

 今，このように注目を浴びておりますが，今後我々に求められるものは出資者，従業員或いはその

家族，地域そして消費者の皆様から見て，所謂良い経営であり，関係者各位からやって良かったとい

う評価を得ることでないかというふうに思っております。 

 現在，ここに至るまで多くの困難なことを乗り越えてきました。それにあたっては絶大なご支援に

感謝申し上げたいというふうに思います。今後もさらなる試練が予想されます。地元企業である当社

にとって逃場などなく，桃浦合同会社共々被災企業同士手を携え，不退転の決意で取り組む覚悟でご

ざいます。 

 

 ３年以内には年度収支が伴う形を実現していきたいと考えております。今，数年と代表がおっしゃ

いましたが，４年後には累積欠損の解消というものを是非図りたいと考えております。４年後には完

全黒字化を目指します。 

 後に，桃浦かき生産者合同会社の大きな目的である合同会社というものを核として，桃浦地区の

復興と活性化を図るこの大きな命題についても，後継者育成と定住化を主眼に 大限の支援を行とい

うふうに考えております。 

 以上の理由から，是非，復興推進計画を進めていただくことをお願いして終わりにします。ありが

とうございました。 

 

○若生副知事（議長） 

 ありがとうございました。それでは，宮城県の漁業協同組合の菊地会長様からよろしくお願いいた

します。 

  

○菊地会長 

まず，はじめに震災から２年ちょっとが過ぎました。国，県，皆様から大変お世話になりました。

おかげさまで震災前の７割ちょとくらいまでのうちの組合員が漁業に復帰しております。おそらく海

面の方にも震災前の６割から７割近くの漁具，資材が入っているものと思っております。ただ何せ，

なかなか色々な諸事情の中，生産物がそれに若干伴っていないと思っております。 

 そんな中でうちの組合員一丸となって頑張っており，国の補助事業で頑張っているところでありま

す。誰一人，特別な県費等々にすがることがなく，そしてまた自己資金等々がどうしようもなくて諦

めなくてはなんないという，うちの組合員は一人もいないことを前もって皆様にお話ししておきたい
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と思っております。 

 

 宮城県の復興推進計画案に関する所見を述べさせていただきます。 

 宮城県漁業協同組合そして桃浦かき生産合同会社（桃浦ＬＬＣ）の１５人を除く宮城県の漁業者は，

県が適用しようとしている水産特区は，浜を分断，混乱させ，復興の妨げになるため，不要であると

考えております。私からは，なぜ水産特区が不要であるのかについて，県の復興推進計画案の各項目

への反証を実施して，所見を述べさせていただきたいと思います。 

 

１番の復興水産計画の区域に対して県計画には特区を適用したいとする桃浦地区の現状について，

地区の漁民のみではカキ養殖に必要な施設等の整備，人材確保が困難な状況にあること，並びに，地

区の水産関連産業についても壊滅的な被害を受けていることから，地区の漁村コミュニティの崩壊が

懸念されるとあります。 

この件につきまして，漁協の所見を述べたいと思います。 

震災直後の地区の現状は記載のとおりであったものの，現状は，カキ剥き場や養殖筏等必要な養殖

施設，漁船の復旧，桃浦漁港の整備が進み，桃浦ＬＬＣ並びに桃浦ＬＬＣ未加入漁業者，隣接浜漁業

者によるカキ生産，出荷等が始まるなど，桃浦を含む地区の経済活動が再開されており，漁村コミュ

ニティ崩壊の懸念は払拭されつつあります。 

この状況を維持し発展させるためには，桃浦ＬＬＣを含む関係浜全体の養殖業の振興を図る中で，

桃浦を含む関係浜が，一体となって取り組む体制の構築が重要であり，石巻地区支所が計画する区画

漁場の大区画化による密殖防止と，高品質・高付加価値の養殖生産に共同で取り組むことが必要であ

ります。特区が適用され漁場が分断されることとなれば，大区画化の計画に支障をきたし，共同の取

組みが不可能となり，漁村コミュニティの再構築は難しくなるものと思っております。この辺は，資

料の別添１を読んでいただきたいと思います。 

 

２番の復興推進計画の目標について，県の計画には桃浦ＬＬＣによる６次産業化等の取り組みを通

じ持続的で安定的な地域産業による桃浦地区のコミュニティの再生と復興を推進し，桃浦地区の経済

的社会的活性化を図るとあります。具体的には，漁業生産の増大，地元漁民の生業の維持，雇用機会

の創出，あわせて，桃浦ＬＬＣに参加しない漁業者の生業の維持に支障がないように桃浦ＬＬＣに漁

業権免許を与える事業を行うとあります。 

漁協の所見を述べます。 

桃浦ＬＬＣはすでに漁協の組合員として漁場行使の権利を得，カキの出荷，販売を開始しており，

漁業権を持つまでもなく，現状において漁業生産の増大，地元漁民の生業の維持並びに雇用機会の創

出を図る体制が整っております。それにもかかわらず特区を適用するのであれば，管理主体の異なる

漁場が隣接し，これまで地域の漁業者が協同で取組んできた管理・生産方式等が異なることとなり，

そこから派生する物理的・感情的・漁業間の反目等によって，漁村コミュニティの崩壊が強く懸念さ

れます。 

 

３番，目標を達成するために推進しようとする取組みの内容について，これは特にございません。 

 

４番の目標を達成するために当該区域において実施しようとする復興計画事業の内容等について，

県のほうでは，計画には桃浦ＬＬＣに対して漁業権の免許ができるようにし，生産資材の確保，新た
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な販路の拡大，地元漁民の雇用の確保等を行うことにより復興を推進するとあります。 

これについて漁協所見は，桃浦ＬＬＣに漁業権の免許を与えることと，資材確保・販路拡大・雇用

確保への取組は全く別のものであります。既に県は，養殖・加工施設の補助事業（別添６－１）並び

に復興に係る雇用対策の助成事業（別添６－２）を予算化し，両事業の多くを桃浦ＬＬＣに適用して

います。 

桃浦ＬＬＣは，企業の技術・ノウハウの導入と県の大きな復興支援のもと既に組合員として漁場を

行使し，安定した生産・販売を継続する体制が整っており，あえて桃浦ＬＬＣに対して漁業権免許を

利用する意味はないと思っております。 

 

県計画の計画には桃浦ＬＬＣに加入せずかき養殖を行う漁民に対して，その行使する漁場について

は特区を適用せず当該漁場を確保する旨の記載があります。 

漁協の所見といたしましては，仮に桃浦ＬＬＣ未加入者の行使漁場が確保されたことをもって，水

面の総合的利用に支障を来さないとするならば，それは間違いであります。カキ養殖の漁場行使は，

筏の展開や仮養殖場から本養殖場への移動など漁業者が共同で行っており，もし特区で漁場が分断さ

れれば共同作業に支障を来すこととなり，水面の総合的利用に支障が生じることは必至であります。 

 

県計画の計画には関係漁民との区割り調整について，関係漁民への説明，実態調査及び意見聴取を

実施し，区割りをしても，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恐れがない旨の確認を行ったとありますが，漁協の所見といたしましては，この

状況については計画別添４で詳細に記述されているとおり，漁場の区割りに県は相当の力を注いでき

たことが伺えます。にもかかわらず，区割りに係る関係漁民の認識は，区割りに係る県の認識とは全

く異なるものとなっている。すなわち，関係漁業者の認識は，特区漁場と我々が使う漁場の区割りを

了承はしていないというものであります。 

 

この認識の相違についていくら県に質しても，その根拠を示すことなく県の認識のとおりの回答し

かないため，関係浜の漁業者は，県の調整に対して不信感を増大させております。区割りの了承につ

いて，将来的な混乱紛争を未然防止するためにも，関係漁民から書面同意を取るよう県に要請してお

りますが，いまだ納得できる回答がありません。今回計画において関係漁民からの確認に基づき区割

り漁場図が示されているのであれば，関係漁民からの同意を取れないはずがないのではないのか。そ

の辺が我々には不満であります。 

多くの漁業者が特区に反対する中で，区割りに関する関係漁民の同意という，後世に証を残す明確

なものがなければ，漁場境界をめぐる混乱は尾をひき，地域復興，漁業振興の大きな妨げとなること

と思っております。県には関係漁民の同意なしに，計画の作成を行わないよう強く求めるものであり，

同意なしの区割りは行政手段として甚だ不完全かつ無責任なものと考えております。 

 

県計画， 後に計画には区割り案を 終化するにあたり，関係漁民の意見を聞く場を設けて対応し

た結果，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

す恐れがないものと認めるとあります。 

これに対して漁協の所見を述べます。これは事実と異なる県の一方的な見解であります。県の漁業

者への依頼文（計画別添４－１－２）では，２の生業の維持及び水面の総合的利用に関する御意見に

ついて意見を寄せてください，となっている。この中で，県は意見を聴取するための場も設定してお
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りますが，日時の相談もなく一方的に設定するのはいかがなものか。漁業者はカキ生産に忙殺されて

いる時期であります。また，生業の維持及び水面の総合的利用とは，具体的にどういうものを指すの

かの説明も一切なされず，しかも，問い合わせ先も記載されておりません。結果が出席者６名，アン

ケート回答は５０通程度であります。 

 

 このような説明不足，問合せ不能の説明会の開催では，漁業者は具体的に何についてどのように意

見を述べたらよいのか，よく飲み込めないまま意見を寄せざるを得なかったと思っております。 

そのような中で寄せられた漁業者の意見を具体的に見てみますと，まず，区割りを了承した覚えは

ないとの意見が多くあることを指摘したいと思います。さらに，県の見解に反し下記の通り生業の維

持及び水面の総合的利用に支障をきたすことが多く述べられております。 

① 大区画に逆行していると漁場の大区画化して筏を広く展開し，密殖をなくし，高品質，高付加

価値のカキを生産したいという，地区全体の計画が妨げられることへの不満の記載であります。 

② 管理主体が異なる隣接する漁場，はみ出しが出来なくなり筏の展開が制限され計画性が落ちる

と生産性が低下する懸念があることの記載も多くありました。 

③ 生き餌生け簀の一時置き場所を今までどおり借りられますかと，活イワシ畜用施設の設置がで

きなくなることへの不安もありました。 

④ 桃浦ＬＬＣが漁場を抵当に入れた場合はどうなるのかという質問もありました。特区適用によ

り，漁協管理漁場では起こり得ない漁場の存続に係る問題が起こり得ることへの不安の記載が

あります。 

⑤ 航路を狭くしてまで区割りするのはおかしいという問題も併記されております。区割り内の漁

場配置への疑念，密殖，潮通しの悪化等による生産性の低下に対する漁民の懸念の記載であり

ます。 

⑥ 仮に漁場でもめ事があった場合仲裁にあたる第三者はいるのかという，これまで漁協が担って

きた水面の総合的利用に問題が生じた場合，現時点では，一方的に桃浦ＬＬＣの意向を反映し

てきた県が，将来的に公平な調整機能を果たすことができるのか，という疑念も多くあったと

思っております。 

⑦ 桃浦の復興には漁業者の地元定住が必要だが，ＬＬＣの社員は全員桃浦に住んでいないため部

落の存続に危機を感じるという，桃浦ＬＬＣによる地元復興が本当に叶うのかという同じ桃浦

の組合員の皆様からの心配もあったように思っております。 

⑧ 県の方向性が決まっているので我々の意見は反映されない。今の状態で区割りをすれば禍根と

なる。じっくり時間をかけ，賛同が得られるよう努力してほしい。 

また，漁場の区割りをした覚えはない。月浦で使用している漁場の確認というから協力したのに，

県にだまされたと思っている等々の，県が行った区割りの仕方を含め県の進め方，取組方に対する不

信，不満，あきらめの記載が多くありました。 

 

これらは，いずれも漁業者からの，特区が適用されれば地元漁民の生業の維持及び水面の総合的利

用に支障をきたし兼ねないとの声であります。県はこれからの声に真摯に耳を傾け，しっかり理解を

得ることに専念すべきであり，説明責任を果たさない中で特区適用について急いで結論を出すべきで

はない。漁業者のこれからの意見を無視あるいは曲解したまま，県が一方的に特区を適用することは，

将来的に関係浜での紛争を起こす芽を，県自らが蒔くことになることと思っております。 
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５，県が地元漁業代表の地域協議会への参加を認めないことについて，特区法では当協議会の構成

員について，計画及びその実施に関する多様な意見が反映されるよう配慮しなければならない，とな

っているにもかかわらず，県は密接な関係を有する地元漁業者からの参加申し出，別添３を受け付け

ないで，本日の協議会の開催に至っています。 

 計画の作成に極めて重要であります。漁場の区割りが適正に行われたか等，県は関係漁業者と当協

議会でしっかり協議していくよう求めるところであります。 

 

６のまとめ，平成２３年１２月２６日付関係知事宛水産庁長官通知漁業法の特例についてには，水

産特区は地元漁業者による自力での養殖業の復興が困難であるという例外的な状況に対処するための

一つの選択肢であり，これによることなく，漁業者が主体となって養殖技術，販売や流通のノウハウ，

資本等を有する企業と連携することは，もちろん可能である。漁業者の意向を的確に把握しつつ，漁

業者と企業の間の仲介・マッチングの推進に積極的に取組むことが重要である。 

公的融資などの施策により，地元漁業者による自力での養殖業の再開が可能となる場合には，特例

の適用対象とならないと考えるとあります。 

   

 県の指導により漁業者と優良地元企業を連携させ，養殖技術と流通販売のノウハウを有する，漁業

者が主体となった桃浦ＬＬＣが設立され，県の大きな支援を得て，活動基盤の整備が計られつつある

中，漁協の正組合員としてカキの生産・出荷が行われており，すでに地元養殖業が実施されている状

況にあります。 

 

 一方，特区が適用されれば，同じ海域に管理主体の異なる 2 つの漁場ができることとなり，その結

果，県の見解とは異なり，漁村コミュニティの原点ともなる，関係漁民による共同の取り組みに亀裂

が生じ，感情的対立等，コミュニティが崩壊し，地元漁民の生業の維持及び関係漁民の水面の総合的

利用に支障を及ぼすことは必至であります。 

 

 以上を踏まえれば，水産特区の適用は見送るべきであります。特区の適用は近隣浜も含めた復興の

妨げであり，荒れる浜に大漁なしとなること間違いないと思っております。 

 それにもかかわらず，県が復興計画の作成を行うとするならば， 低限地元の混乱を回避するため

にも，説明責任を全うして，漁場の区割りに関して改めて関係漁業者の同意をとるべきものと考えま

す。県のご当局の聡明なご判断をお願いするものであります。 

 

 また昨日，衆議院予算委員会の公聴会がございました。その中で先生，衆議院の先生何人かの方か

ら質問がございまして，我々の意見を述べさせて頂きました。我々の意見，まあ，あまり拙速に急ぐ

状況でなく，もっとじっくり，我々の漁民のお話を聞いていただきたい。私だけでなく，石巻の須能

社長さんの御意見でもございました。その我々の意見に多くの先生から賛同を得ましたことをここで

報告させていただきまして私の意見を終わらせていただきます。 

 

○若生副知事（議長） 

 はい，ありがとうございました。あの，今の先程答えた中身も中には入ってくる質問ですけども，

次に伏見様はまた別なお話になるでしょうか。 
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○伏見運営委員長 

 いや，今会長が話されたような 

 

○若生副知事（議長） 

 なんか大分網羅されているんで，これについて，うちの方で補足説明なりさせていただくという手

もあるんですけど。まずお話があるんだったらお聞きしたいと思います。 

 

○伏見運営委員長 

 それではですね，今の会長の今お話なった内容とちょっとかぶるかもしれませんけども，先日２月

１９日の日，浜の意見書として提出させていただいた内容を，さらに皆さんにお伝えいただきたいと

いうふうに思っております。その後質問が多少ありますんで，そのところをよろしく後ほどお願いし

たいというふうに思います。 

それでは私たちの浜の意見としてですね，水産特区に関する浜の意見，私たちの漁場は桃浦のカキ

漁場のそばにあり，震災以前からずっと桃浦のカキ生産者とともに，共同精神でもって，カキの生産

の作業を続けて参りました。 

村井知事を初め関係者の皆さんには，これからも私たちが安心して生産を続け，地域を守っていけ

るように，末端の浜の声を聞いていただきたいというふうに思います。組合はすでに桃浦ＬＬＣを組

合員として受け入れておりまして，桃浦ＬＬＣは今のままでもカキ養殖生産を行うことができます。

また，桃浦ＬＬＣは県から十分な復旧支援を受け生産体制も整っております。県から直接漁場の免許

を受けないとカキの生産に支障を来すと言う理由は全くなくなったところであります。 

 

私たちは，当地区のカキ生産の復旧に向け，これまでどおり，桃浦ＬＬＣのカキ生産者を浜の仲間

として受け入れ，協調して取り組み，浜の復興をみんなで成し遂げたいというふうに強く思っており

ます。祖父母の代より漁業で生活を共にして浜を守ってきた我々の当然の思いであります。 

 

水産特区により漁場が私たちの組合管理漁場と桃浦ＬＬＣの特区の漁場に分断されれば，隣同士が

それぞれ異なるやり方でカキの生産を行うことになり，お互いに反目しあう事にもなります。浜の共

同体としての絆が断ち切られてしまいます。現状においてさえ，桃浦ＬＬＣの生産者とは疎遠になっ

ている現状でございます。私たちは水産特区により，私たちの漁場と桃浦ＬＬＣの漁場が分断される

ことに反対したいというふうに思っております。 

 

また，漁場を桃浦ＬＬＣに直接与えると以下に列挙したような問題があり，漁場の利用に支障を来

たし，一体となった取り組みができなくなってしまう恐れがあります。これまでも，浜と浜の間で漁

場の使い方や生産のあり方等に対する考え方の違いが多少ありましたが，そこを組合が窓口になって

まとめあげながら取り組んで来ました。そうした取り組みは，県とも連携して実施したものなのに，

どうしてこの村井知事は水産特区を止めようとしないのか，我々には理解に苦しむところがあります。 

 特区が導入されて困るのは，これからも浜で生きていく私たち漁師です。組合運営には課題もあり

ますが，自分達の組合なのでいろんな相談をしながらですね，よりよい方向に運営していけばよいの

であって，組合が窓口となって漁場の管理，生産の調整を行い，今の仕組みを崩すことは止めて頂き

たいのであります。 
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 昨年より，県が何度か浜に足を運び，私たちを説得しようとしていますが，今は復興や生産に忙し

く，正直何度も何度も集められ，時間を取られるのは非常に困難で苦痛であると思います。知事は，

昨年私たちと支所に来て，懇談会も開催しました。その時も，桃浦ＬＬＣに直接漁場を与える水産特

区は絶対止めて欲しいと，末端の漁業者の中から申しあげております。この思いは変わることはあり

ませんが，知事にはあのときの声をどう受け止めて貰っているのでしょう。 

組合にも浜の声を受け止めて，もっと特区反対の意思表示をして貰いたいと思っておりましたが，

先日，山田部長をはじめ，次長，課長が来まして宮城県漁協の３３の支所の委員長さん方に説明をし

て頂きました。そのときも組合にも浜の声を受け止めて、県と海区には私には私たちの思いをくみ取

って頂きましてですね，浜の絆を分断し，混乱を招く水産特区の導入を絶対行わないようにお願いし

たいというふうに思っております。 

 

記として，１に，生産性の高い漁場，低い漁場があるため桃浦のカキ生産者は毎年漁期前にクジで

漁場を決め，公平に使ってきました。桃浦ＬＬＣの漁場を区割りすると，他の桃浦カキ生産者の漁場

が固定化されてしまい，双方の生産に影響が出ると思われます。 

 

２に，組合管理の漁場であれば，筏のはみ出しなど，今までは法的に問題がなかったんですけども，

仮に特区となった場合，隣り合う桃浦ＬＬＣの漁場へのはみ出しは３年以下の懲役，２００万円以下

の罰金と重い法律違反となるため，隣接する漁場は十分な養殖筏の展開が難しくなると思います。 

 

３に，桃浦ＬＬＣに特区漁場を与えれば，将来自分で養殖を行いたいという桃浦の生産者が現れた

場合，その漁場がなくなる恐れがあるんじゃないか。 

 

４に，９月の漁業権一斉更新に向けて，漁場環境に配慮し密殖防止をはかり高品質の養殖品を生産

していくために，広間隔で筏を展開するよう，現行漁場を統合し，大区画漁場として新たに申請する

計画でありましたが，この計画の実現が難しくなると思います。 

 

５に，組合が窓口となり，関係の浜が共同で行う筏数制限や展開の方法などを取り決める機能がな

くなり漁場の秩序維持が難しくなるなど，浜に問題を引き起こす原因となります。 

 

６に，過去に県の指導で沖の漁場が共有で申請し免許され，浜の話し合いで漁場を配分したもので，

これを震災時の今，あえて分断しようとするこの県のやり方に不信感を抱くようになっておりますの

で，その辺のどのように解決していくのか不安でなりません。以上で私の意見とさせて頂きます。 

 

○若生副知事（議長） 

 ありがとうございました。これもだいたい先程こちらでご説明したのと被っているところがあるん

ですけど，必要だったらまたお答えしたいと思います。まず，次に阿部さんちょっとお願いいたしま

す。 

 

○阿部理事長 

 それでは，私の方から，県当局の見解を求める事項について先程ありましたが，若干述べたいと思

います。またあの，菊池会長あるいはただいま伏見運営委員長からありましたが重複する面もありま
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すが，私のほうは簡略して申し上げますので。まず１つといたしまして２月１９日，いまの伏見委員

長の地元地区の漁業者が提出した意見書にある７つの項目について具体的に回答を示されたい。これ

は，あの石巻地区組合員の予てからの願いでありますので是非実行していただきたいと重います。 

 

２つ目といたしまして，計画（案）の中では，地元漁民の生業の維持及び関係漁民の地区運用漁場

の属する水面の総合利用に支障を及ぼさない恐れがない旨の確認を行ったとあります。どのような事

実を持って確認したとの判断を行ったのか，明確にこれも示して頂きたい。 

 

３つ目といたしましては，地区協議会は計画及びその実施に関する多様な意見が反映されるよう配

慮することとなっているが，当協議会に密接な関係を有する地元漁業者から参加要請があったにも関

わらず，参加させない理由を示されたい。 

 

４つ目といたしましては，今般の航路を変更し，新たな漁場として設置することについては JF み

やぎとしては生産性の低下をはじめとして，水面の総合利用に支障があると考えるが，県が支障が生

じないとする明確な理由を示されたい。なお，この４とこれから申し上げる５については後ほど時間

を頂いて，私の方から再度質問させて頂きます。 

 

５つ目，区割りの了承について，将来的な紛争を防止するため，関係漁業者の書面同意を取るよう

県に要請してきましたが，実施しない理由を明確に示されたい。 

 

６つ目といたしまして，９月の漁業権一斉更新に向けて，漁協各支所は個別に漁場計画案を作り県

のヒアリングを受け整理しているところであります。当石巻支所は養殖漁場を大きく括り，大区画と

する計画を県に提出しているが，県は区画漁業権についてのヒアリングを行わず，特区漁場を設定し

ようとしている。県はヒアリングを行わないのか，また，大区画の計画を一斉更新にどう反映させる

のか回答願いたい。 

 

７つ，地元石巻市は水産特区に密接な関係を有していると理解しているが，まあ先程，石巻市長さ

んからの文面でのご意見があったようでございますが，やはり我々といたしましては経営管理委員会，

あるいは 33 支所運営委員長に報告する義務がありますので，是非これも書面にてお願いを申し上げ

ます。 

 

８つ，水産庁長官通知で平成２３年１２月２６日では公的融資などの施策により，地元漁業者によ

る自力での養殖業の再開が可能となる場合には特例の対象とならないと考えるとあります。桃浦ＬＬ

Ｃは県・国等による各施設等が取り入れられ，地元の漁業協同組合による漁業権管理により，すでに

組合員となり漁業権を行使している。従って特区適用漁業権の直接免許をする状況がすでに失われて

いると当方は認識しているが，県が今なお，特区を適用する状況が存在するという理由を明確に示し

て頂きたい。 

 

以上，所見で指摘した，当面する問題点，課題について，関係漁業者の納得のいく，県当局の回答

を求めます。回答については，後日改めて書面でも頂きたいと。その上で，関係漁業者代表を交えて，

再度，協議会の開催を要請いたしまして，私のお願いといたします。 
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○若生副知事（議長） 

はい，ありがとうございました。 

 

あの，皆さんから今色々，特区推進の立場，あと，特区反対，特区導入反対の立場から色々ご意見

いただきました，本当にありがとうございます。あの，推進の方のお話しっていうのは非常に，あの

特に質問等なかったんでよろしいかと思うんですけども，あの漁協さんの方から色々出された意見で，

こちらで説明してもう回答申しあげているのも随分あるのですけども，再度，足りない部分とか，そ

ういったものについてご説明をさせていただきたいと思います。 

 

まず，この協議会のあり方っていうことでお話しあるんですけども，協議会ってのは組織でこれ動

いてますね。県は私と二人だけです。で，これは県を代表してやってますけども，私は議長の役をや

らなきゃならないんで，県が二名います。で，あといわゆる実際，事業をやる方がお一人，支援する

方がお一人，あと漁協さんの方からは，地区の事情も話さなきゃならないってことで伏見さんが入っ

ていただいてというところで，いわゆる漁協って組織ですから，組織として皆さんの意見を吸い上げ

て，今日色々ご意見いただいておりますよね。そういう意味でこの人数でやらさせていただいている

ということです。で，本来だったら漁協さん，お一人でも良かったんですけども，ご希望があったの

で三名としているということなんで，これはあの手続き論としてご了解させていただきたいと思いま

す。 

 

それでですね，色々，まず，菊地会長さんの方から書面でもらってる部分ありますので，そちらの

方で，ダブるかもしれませんけども，色々御回答をし，それに入っていない部分で伏見様，あるいは

阿部様から御質問あったものについて更に御回答していくと，県の考えをお示ししていくと，という

形で今日進めさせていただきたいと思います。 

場合によっては，大山さんの方のお考えも，例えば，今もうやれるんじゃないかとか色々話は出て

るんですけども，浜の中でも一番壊滅的な被害を受けて，特区でなければやれないというところから

始まっていて，今やれるのでないかとも言われている訳ですけども，まだまだそういう訳にはいかな

いというところがあると思いますので，場合によっては大山さんの御発言もいただくようになるかも

しれません。 

 

それではですね，部長さん大変だとは思うんですけども，まず，菊地会長さんの方からの文面でい

ただいたものとダブって質問なさっているところもずいぶん色々あるもんですから，まとめながら，

再度の考え方をお示し願いたいと思います。 

 

○山田農林水産部長 

会長の方から色々とご意見ありました。同様の主旨の内容がいくつかのところに記載されているか

なというふうに思っておりました。ひとつ大きなものとしては，すでに桃浦のＬＬＣ，それから桃浦

で独自にＬＬＣに入らず，養殖を再開されている方など，すでにＬＬＣも組合に入って既に生産体制

に入っている中で，あえてこの特区というものを導入する必要性がないのではないか，あるいは，導

入する理由が無いのではないか，とのお話しがあったというふうに思います。 

これについての県としての見解ということになりますが，ご案内のとおりではございますが，今回，
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生産が始まりました。ただ，養殖の生産についてはこれから複数年に亘ってずっと続けていくわけで

ございます。その中で，法人と，ＬＬＣとしては相当な初期投資もなされている。それから支援企業

については，複数年に亘って資金支援を行っていくという状況に，今後なっていくという訳でござい

ます。 

 

そういう中で，養殖については，天候等の条件にも豊凶が左右されるという不安定な状況もありま

す。こういう厳しい状況にある養殖業へ，民間企業が支援をしていただいたというところはどこにあ

るのかということだと思います。仙台水産さんの地域に貢献したいっていうですね。非常に会社の社

是としての非常に重いお考えを元に支援をしていただいたわけですが，会社として今後，支援企業も

含めてですね，今後周辺の漁業者の方と協調性を図りつつも，実施されていくのはこれから生産から

加工，流通，販売という，非常に初期投資，資金援助が必要な内容のことを今後，企業として独自性

を発揮して，収益性を高いものとして進めていくと，そのためには安定的な生産基盤の確立が必要で

あるということであると私どもは思っておりまして，今回，ＬＬＣ，桃浦ＬＬＣとされては選択支が

もちろんございます。 

その中で，法人として自ら漁業権を取得することが可能な特区というものを，県で多様な選択肢の

中のひとつ用意させていただいたわけですが，これを活用して安定した経営基盤を確保していきたい，

とされているわけでございますので，県としてはそのような取り組みを支援をさせていただきたいと

いうふうに考えておりまして，その安定的な経営基盤を確保するためにも，県としての漁業権の確保

というものは必要であるというふうに考えているということでございます。 

 

次に，わざわざ特区を導入するとコミュニティの崩壊， 後に，漁村コミュニティの崩壊というこ

とでお話しがありました。「荒れる浜に大漁なし」というふうなお話しも頂きながら，縷々ご説明をい

ただいたというふうに考えております。 

これにつきましては，県といたしましても，ＬＬＣとそれからそれ以外の方々，周辺の浜の方々の

間で，コミュニティが崩れるようなことは非常に望ましくないことであるというふうに思っている訳

であります。これは是非そうならないように，我々は務めていきたいと思っておりますし，そのよう

な主旨もございまして，後のお答えとも関わりますが，今回の特区適用の漁場の区割りについてもで

すね，まず地区内の漁業者の方々の生業の維持というものに支障が生じないということと，それから，

その特区を適用する漁場の水面の総合的利用，これに支障が無いようにということで，区割りをさせ

ていただいたというのが，その主旨でもあります。 

今後とも県としては，もちろんＬＬＣの皆さん，県，それから漁協さんとも協力しながらですね，

問題が生じないように努力をして参りたいというふうに考えてございます。 

 

それから水面の総合的利用とか，生業の維持とかに支障があるとお話しを伺いましたが，これは先

程，縷々説明をさせていただいたのがですね，その内容になるのかなというふうに思っております。 

基本的にご説明させていただきました，実際，各支部の方担当者が回らさせていただいて，漁場の

使用の実態というものを調査させていただいて，それから漁場に一緒に出させていただいて，現状で

漁業をされている部分がどの部分なのかと，境界はどの部分になるかと。 

それの結果ですね，我々としてはその区域であれば，その区域でこれまで，その重複して漁業をや

っていたことがなくて，固定化されて漁場があったということと，入会は無かったということを確認

させていただき，且つ現在，桃浦地区の漁民の方々が使っている区域を区割りをさせていただいたと
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いうことで，そういう意味で水面の総合的利用と，生業の維持がですね，支障が無いという確認をさ

せていただいたわけです。 

区割りの了承について同意がないというふうなことでお話しもございました。 

 

○菊地会長 

 議長，ちょっといいですか。 

こういう話の進め方になってくると，我々これまで何遍か話してきて，納得いかないような今日も

こういうふうな文書出して，部長さんからいろいろ納得いかないんで，言った取ったしてるとさ，マ

スコミもみんなして見るし，あんまりアレでないと思うのね。であれば，文書で回答もらうのが一番

良いと思うんだけれど会長どうですか。 

 

○若生副知事（議長） 

今日はあの，いわゆる要望を聞く会とかそういうことではなくてですね，県の考えも聞き，漁協さ

んの考えも聞いて，そしてそれらを総合的に判断させて頂いて，今後どうするのかっていうのに活か

すための場なんですよ。ですからあの，回答ってのは，いくらでもやってくれって言うんですけども，

今日は法に基づいた正式な会議でございますので，ここは聞かれたことは全部お答えしたいと思って

います。ですからもうす少し我慢して聞いていただきたいと思います。で，その後で，聞いた後でも

やはり文書で欲しいっていうのであれば，今日お話ししたことの議事録を，いわゆる送付させて頂き

ますので，おそらくそれが文書の回答になると思いますので，そこはご了承願いたいと思います。 

 

○山田農林水産部長 

はい，すいません，区割りの了承と合意の件でございます。お話しもありましたが，お話しの中で

水産庁長官の通知の件も中には色々ありまして，その中にもですね，そのような主旨の記載ももちろ

んございます。 

ただ，水産庁長官通知というのは，通知でございますので，拘束する中身では，法的な拘束力は持

つものではございません。 

ただ県としてもその主旨についてはきちんと踏まえてですね，計画作りを図ってきました。そうい

う意味でこの区割りについても，この法の中にある主旨と，それから長官通知の内容も含めて，県と

しては実施させていただいてきたということでございます。 

 

そういう中では，現地に赴いて，区割りについて，特区適用区割りについてのですね，境界を確認

するためということと，それから，特区についてはこういうものであるということと，それから特区

を適用している桃浦ＬＬＣの考え方はこういうことであるということで説明をさせていただきながら，

現地の確認をさせて頂いたということでございまして，海上調査についても，支部長さん等に立ち会

って頂きながら各地区毎に実施させて頂いて，先程から申しあげているとおり，各地区毎の養殖の漁

場は従来から固定されて利用されていると。 

それから各地区で漁場の入会は無いということを，県としては確認させていただいたということで

ございます。 

 

そのようなことから，内部の先程説明しましたが，桃浦地区内のＬＬＣに入ることなく，独自に漁

業，養殖業を営みたいという方については，その方の思いをそのまま取り入れさせていただいて，区



26 
 

割りをさせていただいたということで，こういうことをもって県としては，漁場の属する水面の総合

的利用について支障がないということと，それから，地元漁民というは，桃浦の漁民の皆さんのこと

でございますが，これの生業の維持に支障が無いということを県の責任において確認をさせて頂いた

ということでございまして，そのように御理解いただければというふうに思ってございます。 

 

ちょっと足りないところがあるかもしれないんですけど，あと，伏見地区支所のですね運営委員長

さんのお話しにつきましては，先程あの，資料の中身としては，記の中にある７項目でございました

が，これは先程の説明の中で回答させていただいたというふうに思っておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

それから阿部理事長さんのですね，見解を求める事項についてというようなことでございます。 

まず一番目の 7 項目は伏見支所長さんの内容と同じでございますので，先程お答えをさせていただ

いたということでございます。 

２のところにつきましては，先程運営委員長さんの回答で述べましたように，区割りの確認という

ことをさせていただいたという中身であります。 

 

それから３の関係する地元漁業者からの参加要請については，先程議長である副知事の方からお答

えを申し上げたところであります。 

それから，航路につきましても実はこれは先程の回答の中に含めさせて頂いておりまして，これに

ついて県としては１５０メートル確保させて頂いて，作らさせて頂き，且つ，それがありますので支

障が生じないというふうに考えてございます。 

 

それから大区画化についても先程の中にありましたので，お答えさせていただきました。今回あの

桃浦地区については今回の特区法に基づき制度としてできた制度でございます。 

この制度を桃浦地区の漁業者の方々が活用するということでございますので，県としてはその活用

性の必要性ということを，一番 初に申し上げたとおり，あるということで，且つその計画を今回作

成して頂いたとおりで，これについては桃浦地区の漁業の復興に非常に資するものであるということ

でありますので，ひとつの制度として桃浦地区についてはこの区画を設定させていただいたというこ

とでございまして，先程から申し上げておりましたとおり，その地区については従来からの桃浦地区

の漁民の方が活用されていた区域のみでございますので，周辺の浜の方の大区画化を含めた漁業の展

開については，特に支障を生じるものではないというふうに考えているものでございます。両方の制

度あるわけですから，両方の制度とも活かさせていただいたと考えてございます。 

 

区割りの了承については先程のようなことでございまして，県といたしましては，県の責任におい

て実態を調査していただき，且つ海上において，区割りのボンデンというんですか，境界線というも

のも了解をいただきながら引いたということもございますので，これは県の責任として区割りしたも

のというふうにお取りいただきたいと思います。 

 

それから 7 番の石巻市についてはですね，これは，意見をいただいております。密接な関係を有し

ているかというのは解釈でありますが，県といたしましては，実際事業を計画するのは県であります

し，その計画に基づいて事業を具体的に実施されるＬＬＣさん，そしてあとは漁民の方々を含めた，
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漁業者の方々の代表として漁協さんということで，構成員をセットさせて頂きましたのでよろしくお

願いします。 

 

それから８番ですか，８番もそうですが，これは一番 初にお答えしたようにですね，すでに特区

を適用する状況が失われているというご認識でありますが，これについては県としては，制度として，

法的に認められた制度の中で，今後，一番 初に申し上げたとおりＬＬＣとして安定的な経営を実施

するために必要なものと考えておりますので，ここについてはですね，そのような県の認識でおりま

すのでよろしく御理解をお願いしたいというふうに思います。抜けているところあるかもしれません

が，とりあえず以上で回答とさせていただきます。 

 

○若生副知事（議長） 

私も聞いて，大体，細いのも随分あるんですけれども，大体，県の考えをお答え，一応口頭ではさ

せていただいたのかなと思っております。 

 あの，もし全然抜けていてお聞きしたいところ有れば是非お願いいたします。 

 

○阿部理事長 

 はい 

 

○若生副知事（議長） 

どうぞ 

 

○阿部理事長 

 部長さんに一点だけ，確認いたします。 

 浜に説明をして，特区適用に対して，浜に説明をして確認をしたと言うように今話されていますが，

確認した，県が，浜に赴いた職員が確認しただけであって，漁業者はこれに猛反発しておりますよ。

それをどうして確認して，それで特区を導入すると，それちょっと私は理解できません。ですから，

漁協が話しているように，確認したんであれば，きちんと何もない組合員ですから，同意を貰って今

後さっきも話しましたが，紛争を防止するために確認を貰っておけば，後々それは保証されるもので

あって，同意書を貰うべきではないかと思いますけど，その辺どう考えますか。 

 

 

○山田農林水産部長 

 はい，我々11 月以降ずっとですね，まず漁協さんのほうと，支所，石巻支所のほうと，今後境界の

区割り，特区を適用する部分との区割りの作業に入らせて頂くと言うことで，ずっと入らせていただ

きました。その中で，各地区の，支部長さん等ですか，立ち会っていただいて，県として確認したの

は，現在のそれぞれの養殖の漁場の実態。それから，桃浦地区との境界，これについて事実の確認を

させて頂いたと言うことでありまして，それについて，同意とか了承とか，これはですね，実際に足

を運んだときにも，特区ということであると，非常に反対であるというお話しを伺っておりますので，

そういう中で，実施をせざるを得なかったという内容でありまして，これは県として，実際に要件と

なっている，地元の漁業者の生業の維持と，関係漁民の特区適用漁場に属する水面の総合的利用に支

障を及ぼさないという，そこの部分の確認を県の責任としてやるためにやらせて頂いたわけでござい
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まして，そういう中で確認させていただく事項は， 初の段階でのルール，言わして頂いております

けど，各地区ごとに従来から，固定した漁場で使われている。共同部分も含めてですね。ということ

と，地区間では入り合いすることは無いと言うことを確認させていただいた訳です。 

 

そして，桃浦との境界については，実際に海上に出ていただいて，此処ですということを示して頂

いて，我々としては区画の特区の区域を決めさせて頂いたという事でございまして，それについて更

に，皆様のほうに書面で差し上げて，確認をさせて頂いたという内容でございますので，県としては，

県の責任で，それらを実施させていただきましたので，生業の維持と，水面の総合的利用に支障が無

いということをですね，県の責任で確認させて頂いたというふうに思っておりまして，これで要件に

ついては満たされているものだと考えているところであります。 

 

○阿部理事長 

 それじゃあ，お互いに隣接する地区と境界をボンデンが入っておるから，お互いに立ち会ってそれ

を，了解したっていうから確認をしたっていうことになって良いですか。 

 

○山田農林水産部長 

 県としてそういう作業を通じて，今回は図面に示させて頂いたとおり，ＧＰＳの数値でのこの確認

をさせて頂いたと言うことでございまして，これをもって，そうですね，言葉としては確認したとい

うふうに理解してよろしいかと思います。 

 

○阿部理事長 

 長くなりますけども，これ我々としては，やはりあの桃浦で，一業者が JF 宮城の組合員として今

後カキ養殖をやって行くので，やはり重要な問題なので，時間掛かりますけど質問したいんですけど

良いですか。先ほど，県の所見・見解の中では，私 8 項目お願いしました。その中にあと，４と５に

ついては，関連があるので質問したいというふうにお願いしておりました。その件にして質問します

ので。恐らく部長さんも大変なんで，中々私言うこと理解出来かねて，私説明が悪いからあれだと思

うんですが，振興課の方で専門的におるので，代弁でも良いですから，回答してください。良いです

か。 

 

○若生副知事（議長） 

 はい。 

 

○阿部理事長 

 それじゃあ質問しますよ。今回，今部長さんが言いましたように，この漁場設定に関して，ＧＰＳ

でこの基点を求めたとなっておりますが，その前に今資料だした緯度経度で出しております。この基

点をどのようにして出しましたか。それをＧＰＳできちんとこの図面に載せたわけですから，きちん

とこのＧＰＳに載せる前に，皆さんが県が出したこの資料，緯度経度で何度何十分，Ａの地点から２，

５００メーターだら５００メーター。３，０００メーターだら３，０００メーター出た区画でもって，

特区の漁業権を設定しているわけだから，どうしてこの基点を求めて，メーターを出して，この緯度

経緯度の図面にこれを合わせたら，そこの説明を求めます。 
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○若生副知事（議長） 

あどうぞ事務局の方で，お答えください。 

 

○阿部理事長 

 これ資料出ておるんですよ。今日の資料に。だから私質問しておるんですよ。資料内容の，質問し

てるんではありませんよ。 

 

○小林水産業振興課長 

 此処に記載してあります地点については，洋上で位置を確認してＧＰＳで落としております。 

 

○阿部理事長 

 洋上で確認したとなっておりますが，これには県の資料には，きちんと漁場の基点。基点が示され

ておるんですよ。漁業権番号が書かって，これが今日の資料に付いておるんですよ。 

 

○廣野水産業基盤整備課長 

 今阿部さんが仰っているのは，資料の４－２－１のことでございますね。 

 はい。４－２－１は今の現行のですね，漁場計画，免許の状況でございまして，これには，あの物

標方位ですよね。いわゆる物標方位です。何処の地点からどっちの方位で何メートルというので示し

てあります。その他のも含めてですが，我が県含めて全国的に漁業権の切替の作業の中で，３月の海

区委員会でも漁場計画をお示ししました。 

 

○阿部理事長 

 課長さん質問。回答の途中で申し訳ない。くどい話は良いから時間が無いんだから，私はこの基点

から，今回の特区入る漁場のこの基点の位置をどのようにして求めたかって，質問しているわけだか

ら。 

 

○廣野水産業基盤整備課長 

 はい。今回の特区の漁場は，資料別添の３にもありますとおり，物標方位ではなくて他のと同じ，

他のも同じですが，緯度経度のみです。それは今ご説明したとおり，洋上で測っています。 

 

○阿部理事長 

 物標のあの基点から測った，距離であったら，何もこれに緯度経度のＧＰＳの位置出す必要無いん

でないの。これは完全にＧＰＳに移した図面でしょ。 

 

○廣野水産業基盤整備課長 

 今ＧＰＳを直接測ることは，出来ますので，洋上で船の上でＧＰＳで直接計測いたしました。 

 

○阿部理事長 

 そうであったら，そうであったら，此処に今回の桃浦の桃浦の漁業権が２，６３３。この基点が何

処になっておりますか解りますか。小林振興課長。 

 物標で測定したっていうんだら，この基点が何処に基点をおいてこういう位置を出しておるんだか
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確認したの。 

 

○小林水産業振興課長 

 ２，６３３っていうのはこちらの図面ですか。 

 

○阿部理事長 

 2２，６３３ってこれにも出ておるでしょ。ここの基点。ね。資料出した。ここにも書かっておる

けど，石巻市狐崎浜の大室崎。基点として，ここから真方位の，何千何百メーター。４点５点基点を

とって，此処の漁場を設定しているんだよ。それを確認したのかっていうことを私確認したかって聞

いてるんだよ。大室崎の狐崎の大室崎の基点を確認したかって。 

 

 ただ，これは，この図面を見る限りでは，当時のさっきから部長さんが説明しておる，ボンデンの

基点をＧＰＳで測定して，それをＧＰＳの緯度経度にいれて図面に表す。そしてそれをまた，この図

面にただ合わせて，そう言ってるだけ。それは誰も解らないと思って言ってるんだ。 

だから，これをよく見なさい。桃浦にある漁場。この基点は必ず石巻市狐崎浜の大室崎に基点があ

って，こっから基点方位取って，何千何百メーターがきちんとこの漁場だってあんたらがやってきた

んでないの。平成１０年の漁業権更新の時。 

 こんな曖昧なことで，それは特区法に沿ってさっきから副知事さん，あるいは部長さんが説明して

特区入れんのは解るけど，曖昧だよこりゃ。 

 

○若生副知事（議長） 

 事務局の方で何か補足説明あればお願いしたいんですが。 

 あの，確認するんであれば，これから確認ちゃんとして頂きたいと思いますが。ＧＰＳですから，

基点によって他の方が変わってくるとなると，確認しないといけないと思いますけど，基点はＧＰＳ

では測れないんですか。狐崎浜のほうは。 

 

○阿部理事長 

 狐崎。何で私あの副知事さん私ね。確認したかって言うと，基点が今回の津波で，恐らく流されて

おるんですよ。基点の場所が。だから私確認したかっていうこと言ってんだよ。 

 それを，ただ図面にこうして載せるんだら誰でもできんだよ。こんなの。 

 

○小林水産業振興課長 

 資料の４－２－１これは現行の物標方位です。今回の切替から全て緯度経度表示にするということ

で，皆さんのヒアリングを行いながら，現状に合うところであれば，現状に合う所の緯度経度に落と

していくという作業をしてますので。 

 

○阿部理事長 

 そうであったら，どうして，今回いくら特区法と言えど，こういうこれ航路。航路をこのように曲

げて，これが船入る航路って言えますか。 

 従前の桃浦の漁場についてはこのように，一直線に桃浦の今日皆さんもおるけど，本来であれば桃

浦に旋網船団の，まぐろ船があって，山の上にドトウ（導灯）って当時あって，それが入ってこれる
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ように，夜でも入ってこれるように電気二つ合わさって，眠ってでも入って来れるようにドトウ（導

灯）が有ったはずなんだよ。 

それは時代の流れで桃浦にも大型船が無くなったから，それはない。それは良いけど，このように

直線になっておったものを何でこのように。 

 航路、水路だら解るよ。航路として県が，今回特区入れんのにこのような，漁場の策定したの。考

えられますか。皆さんだっておかしいと思うよ。 

 副知事さん今日時間ないんだら，私後でいくらでも来て，海区でもこのことに関していくらでも議

論したいと思いますから。ただこれだけは保留にしておきたい。 

 

○廣野水産業基盤整備課長 

 一般にもと真っ直ぐだったのが曲がって計画しているのは事実です。ただ，他の浜も含めてですね，

航路が全て真っ直ぐになっているかというと，そうでは無いと思います。 

 

○阿部理事長 

 あの課長さん。それだけはねえ，今のは，議事録から外した方がいいよ。県が指導したんだよ県が。

それで航路だから２００メーターそれが，今度県が率先して１５０メーターにすんなら，そんなにま

でつっぱんだら，明日一斉更新のヒアリングやり直して，３３支所集めて，そして，航路は１５０メ

ーター有ればいい。ジグザグに付けでもいい。そういう指示県として出しなさい。 

 

○廣野水産業基盤整備課長 

 そこは先ほども部長の方からもお話ししましたが，以前，以前主要な航路について２００メートル

と指導していた事はございましたが，今は定期船も無くなりましたので，そういうことは指導してい

ません。 

 

○阿部理事長 

 あの課長さん。あんまりね，課長さん水産庁から来たから私責めないんだけど巡航船ていうの，昭

和５０年代の前半で終わったわけ。そのとき，此処に，今回の此処に特区入る浜に，月浦に金毘羅丸。

荻浜に明神丸っていう魚運んだりなんかりして，当時このように漁場沖まで拡大してない。拡大して

ないの。平成１０年の一斉更新に我々もカキの漁場が，枯渇して，密殖して，どうにもならないから

っていうことで，１５年拡大して頂いたの。そんときの巡航船，桃浦の皆さんおりますよ。 

 

 巡航船て当時，桃浦からでた巡航船は小竹に，海岸沿い走っていった金毘羅丸っていう巡航船は，

折蛤に入って魚を積んで渡波に行くだけだったんですよ。 

 巡航船有るから当時の巡航船１５トンか１０トンの２００メーターの航路要らなかったんだよ。だ

けど，桃浦は一番早く第２種漁港。さっき言ったまぐろ漁船・旋網船が何ヶ統も入っていって，出入

りするのにこれぐらいあったんだよ。 

だから，この議論したって，私負けるつもりないがら，良いから後で，議論すっから。だからこれ

だけは，副知事さんこれだけは譲りませんからね。このために特区入れるなんて言ったんで，とんで

もない騒ぎになりますから。 

 

○若生副知事（議長） 
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 そのためにといいますのは。 

 

○阿部理事長 

 いやいや。この，このこれをね。この位置，それから図面をきちんと我々が理解できるように，修

正して，説明して頂かないと，我々はどうしても同意はできませんこれは。漁場については。 

 

○若生副知事（議長） 

 解りました。今日この復興計画，推進計画の中身，色々御議論いただいてて３頁の恐らく１番下の

絵に係わることになってくる訳ですけども，ここで我々やはり漁協さんの考えっていうのを書かさせ

て頂いております。 

 

ＪＦみやぎを中心とする関係者の方々は，宮城県による漁業権の特区構想には当初から反対してき

ており，地域協議会も含め特区法の活用について依然として反対意見が存します。と，これは書かさ

せていただいてます。 

ただ，県の方の考えとしては，しかしながら以降で書かさせていただいて，これを推進計画として，

普通こういう書き方は推進計画としては無いんですけれど皆様のお気持ちを，我々十分承知しており

ますので，こういう書き方で復興計画をまとめたという事です。 

 

今日も色々な御意見を頂きまして，我々の考え方と，やはりぶつかるところも相当ございまして，

無論， 後の話と言うのも，その中に入る訳でございますんで，そう言った事を色々，総合的に判断

をさせて頂こうと，知事とも相談しながら県で検討会議を開いて相談させていただいた上で，今後ど

うするかを決めさせていただこうというふうに思っております。まあ，色々と議論が出尽くしたよう

な感じがしてございます。はい，どうぞどうぞ。 

 

○伏見運営委員長 

 当該支所としてですね，先ほど部長さんの回答がありましたけれど，回答聞いてるとね，本当に今

までもマスコミの方もそうだったのだけれど，本当に現場，現状を分かんない人の言う事だなと思っ

て，私聞いてました。って言う事は，現場わかんないって言う事は，現場でやってる我々，地元のね，

漁業者それが今，どういう状況にいるか，そして，この特区問題が浮上して初年度，震災の初年度，

知事が言う特区法を活用するって事で，一時は成りを潜めていたんだけれども，更に去年の中頃から，

この特区についてかなり，色んな議論をしてきたけれど，ただ我々現場としてはですね，漁業者同士

の反発，背中合わせになって，さっきも言ったように，あらゆる所で，とにかく支障を来している訳

で，私から言わせてみれば，うちの支所，こんなにムチャクチャにされてしまって，どうしてくれん

だって言うような，それ位ね，やっぱり思ってるね。 

 

そして，今までも何回も何回もこのような議論したんだけれども，県知事の言い分，我々の言い分

って言うような形で，これほど資料４－１にもあるようにね，とにかく我々のこの浜の漁業者は，こ

れだから駄目なんだ，反対なんだって言ってるにも拘わらずね，これを断行しようとする知事のこの

思いっつうのは，ただ権力に任せて，我々当初１万４千数名の意見書を持って行っても，それも撥ね

つけ，更には先日の地区の１１１名の意見書を持って行っても何ら聞き入れてくれないような，そう

いうような回答であれば，やった意味も何もないし，現場をやっぱりね，良くしてもらわないとうま
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くないし，現状，今，桃浦ＬＬＣではね，今の現状でキチッと生産をしてやってる，それを何で漁場

を区割りしてまでこういう問題を起こしてまで，やんなきゃいけないのかな，これが私達にはちょっ

と分かんない。 

 

やっぱりね，問題ないって言うかも知れないけど，問題ありなんですよ。この漁場図見ると区割り

したっつう事でね，区割りした漁場図，別紙の１－２，点線であるＲからＧ，ＲからＱＴの囲った線，

これは桃浦漁場の１番早剥きの場所ですこれ。秋，９月の２９日からカキを剥く１番秋の早剥きの場

所です。これがうちの方のＬＬＣには入いんない１人の人にこれ位の漁場があるとなるとね，１人の

消化能力ってのは知れたものなんでね，今まではこれをクジ引きで正当に使っていた漁場，これがＬ

ＬＣがここの漁場を使えないとなってくると，１番 初の身入りのいい初めて生産する場所が無いっ

て事でね，お互いに生産に支障を来す，必ずこれは目に見えてます。これだから我々は言う，陸の人

達は分かんない，そういうようなこともわかんない人達が言う話であって，我々からしてみれば，こ

の漁場は１人でここを使ってやって行くのには勿体ない。 

 

やっぱりこの水産特区を導入しなければ，これは皆でまたクジ引いてＬＬＣ側も使える，混じんな

い人も使えるって言うような形で，生産は向上する訳なんですよ。これをやっぱりね区割りしたから，

区割りしたからって事で，決めつけるとお互いにね，さっきも言ったように双方に生産の減少が見ら

れる訳で，こういった事をね，報道陣もそうだけれど，議会の方でもそうだと思うんだけれど，水産

関係以外の方は分かんないと思うんだよね。現場，現場を分かんない人がどうのこうのってね，浜の

事を，今理事長も言うようにね，この漁場の使い分け，あと設定の仕方，やっぱりね，分かんない人

間がこう言う事を出して来てやるって事は，いかがなものかと思う。 

 

そしてね，この問題でもってね，特区の問題でもって，先日，部長も長田次長も廣野課長も来て，

うちの方の本所の方に来て，説明会って事でやったんですけど，あの説明会をどう受けとめていくか，

隣接する委員長さん方から厳しい意見が出されたと思います。それをどう受け止めているのかなって

私は思いますし，今後ね，色んな形で問題が起きた場合，これ位じゃ済まないんじゃないかなって私

は本当に懸念してる訳ね，そういった事になった場合，県ではどのような形で解決していってくれん

のかなって。やっぱりこれが１番我々にとっては足かせにもなっているし，自分達が今，復興に向け

て，家も船も資材もないって言うのは皆同じです。 

 

さっき社長言ったけどもね，桃浦だけじゃないです。各浜全部です。私含めて私も家も船も，一切

全部，着の身，着のままやっとの思いで津波に飲まれて生還した１人なんで，今私は本当に怖い物は

何にもない。それから見てみれば。ただ，背中にしょってるものは一番大きいっていうふうに自負し

てるんでね，この危機を乗り越えなきゃ，甘い方甘い方に行ったんじゃあ皆が駄目になって来んのか

なって思うんでね，強くそれを要望するし，区割りをやった事でね，この生産性の減少も必ず出ます。 

 

だから今，今度ねＬＬＣに仙台水産が入って６次化までやるって，それには何にも反対しないです

よ。それで先日ね，うちの方の隣接する地区，支所の浜々どうしで特に若い連中が集まったんですよ。

その時，出た言葉が自分らは，４０代の連中が大半だったんだけれども，我々は後継者としてね，Ｌ

ＬＣに入って来る人間，若い人達が入って来る人間には何ら反対はしないって，そしてむしろ自分達

の中に溶け込んで，そして一緒にこの漁業を営んで横の繋がりをとってやりたいって，分かんない事
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はみんな教えてやるって，だけどもこの漁場の区割りでもって特区をやったおかげで，これが１つの

足枷になっているようでは駄目だって，この中にもね，この資料の４－１－１，この中にもみんな書

かってんですよ。 

 

こういう事なければ，なんらね，今の時代だから，いつも私言うんだけれども，こういう６次化ま

でやって行くのはなんら反対しない。共販制度を崩してはならないって昔，漁連の方から，漁連時代

からやって来たけども，今の時代，そういうような時代でないし、漁協の一員であれば漁協に販売手

数料から何からキチッと入れてもらえば，そういう販売方法だってしかりだって事で，まあ今はそう

言う事を取って，そしてＬＬＣを組合員にした訳ですよ。それを何故また，更に特区を導入して区割

りをしなければならないのかって，これさえなければ皆，仲良くやって行けるし，仙台水産の販売力

をもってね，牡鹿半島全体の水産物を取り扱ってもらえれば，更に桃浦地区が発展すんのかなって，

半島地区が発展すんのかなって私は思ってます。 

 

そう言う事が，１番県の進め方じゃないのかなって思うんでね，そこをね，今日来ている皆さん，

良く胸にしまってもらって，私が言った事，現場でやってる人間ですから，ここにも今傍聴してます

けども，必死になってやっている 中です。桃浦だけが被災したんじゃないです。だから桃浦の人達

も一緒になって我々と一緒になって，漁協と一緒になってやって行くっていう。一致団結，一致団結。

それを掲げてやって行かなきゃ，これはこの危機を打破することはできない。今この特区を導入して

やるべきものでは絶対無いと思いますんで，その辺，県の方も知事も認識してもらいたいなというふ

うに思います。以上です。 

 

○若生副知事（議長） 

 よろしいでしょうか。すいぶん推進計画から別な方の本文の方に入って行ってしまっている訳です

けれども，特区法が認められる，認められない，段階の話だと思います。 

 

この件について県の考えについて申し上げなければならないと思いますんで，申し上げますけれど

も，皆同じなんですけれども，相当壊滅的な被害を皆さん受けた訳でございます。そういった時に色々

な，漁業ですと浜々に色んな事情がありまして，いわゆるもう再開が出来ない浜も相当あると我々危

惧しました。そう言った時に行政の役割って言うのは，色々な復興の手段を提案するっていうのは行

政の役割だと思います。 

 

そういった事で，漁業に限らす農業でも，いわゆる企業の投資特区でも色んなものを提案させて頂

きました。そして，その特区を使って一日も早い復旧を図ろうとする方々に応援しようと言うスタン

スを取った訳でございます。ですから桃浦の地区の１５名の皆様は特区で復興を果たしたいと，そこ

を選択した訳ですから，我々はそれを応援したいというふうに思ってます。 

 

その代わり，その隣接の浜の方々との融和と言うのも必要でございますので，これは我々，これか

らも色んな面で意を尽くさせて頂きたいと思っております。そう言った意味で特区がどうしても駄目

だと言うんじゃなくて，特区を使うところがあっていいし，特区を使わないで６次化産業を頑張って

行くところもあるし，色んな所が浜々で事情が違いますから，それぞれ皆さんが色んなものを選択し

て，また漁協さんがバックアップして宮城の水産業を頑張らさして頂きたいなと言う思いです。 
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そういった意味で，いわゆる復興の１つの手段として提案しているのが特区でございまして，その

浜を分断するとか，色々言われてますけれども，必ず解決策はあると思ってますので，そこを御理解

を賜りたいというふうに思っております。 

色々と皆さんから御意見が出ましたけれども，先ほど伏見さん意見が出尽くしてないと言う事でお

話がありましたけれども，大体出尽くしたような感じがしてます。それで賛成の方の大山さん島貫さ

んの方で何かお話ございましたらお願いしたいと思うんですけれども，特によろしいですか島貫さん

の方，はいどうぞ。 

 

○島貫会長 

 今， 後に意見，発言のあった伏見さんには私，直接お会いしたことは無いんですけれども，うち

の部下がかなりの頻度で通ってまして，色々な事で意見交換をしておりまして，色んなエールを送っ

てもらってたと言うふうにも解釈しております。やはり宮城の水産業をどのようにやって行くかとい

うのは，これは大変大事な問題であって，我々も対立を望むものではないです。決して対立を煽るつ

もりもないし，今後も協調して漁協さんと一緒にやっていきたいと強い気持ちがございます。 

ただ，やっぱりこの制度論になりますと，この制度そのものに反対と，制度を活用してやるという

ふうな２極に分かれる事は当然の事であって，これは何処までもすれ違いかなというふうに思います。

でも重ねて意見として言いますけれども，やはり協調して宮城の水産業の復活をなんとか図っていき

たいという思い出いで一杯です。そのような意見でよろしくお願いします。 

 

○若生副知事（議長） 

 ありがとうございました。時間も随分経ってきました。この辺で本日，あっそうですか。どうぞ。 

 

○菊地会長 

 さっき，うちの理事長が言った，この件，まだ納得してないというふうなんで，向こうに申請する

前に今日，大筋での説明があったので，そこをちょっとすり合わせしていただきたい。それから，こ

の復興推進計画の案に関してはやっぱり漁業者と県の方の案と大分乖離している。 

 

やっぱりいろんな矛盾点もあるし，我々が中々理解出来ない所もあるんで，今日の会議の趣旨は解

ってます。解ります。であればさっき会長が議事録をと言ってますが，その議事録なり何なり後々，

色んなトラブルがあった時に，今度は県の方がここは仲裁できないんでね，誰が仲裁するのか，そこ

は１番大事なとこなんで県が主導して来たんで県が行司役果たすことが出来なくなりましたから是非

あの今日の会議内容，それからこれまで我々が主張して，説明してきてもらった内容，詳細に分かる

ようなあれだけは頂きたいと思っております。 

 

○若生副知事（議長） 

 事務局でなにかありましたら，今の会長さんのお話しに対しまして。 

 

○菊地会長 

 なんだや，無理難題でないからいいっちゃ。 
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○若生副知事（議長） 

 オッケーね。解りました。皆さんどうもありがとうございました。長時間にわたりまして議事進行

の御協力御礼申し上げます。 

今後ともまた続きます。皆さんよろしく，復興続きますんで，よろしくお願い申し上げまして議長

の役を終わらせて頂きます。本当にありがとうございました。 

 

○小山副参事 

 ありがとうございました。以上をもちまして水産業復興特区地域協議会の一切を終了致します。 

 

 

 


