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第 2 回女川町復興計画公聴会 議事録 

（女川町復興連絡協議会 意見交換会） 
 
日時：平成 23 年７月２１日（木）１８：００～２０：１０ 

場所：女川町復興連絡協議会事務局 
 

議事１ 挨拶 
○町長：町の復興計画を策定する必要があるが、皆さんの厚いご支援をいただきながら、公聴

会を行い、答申をいただくところまで来ている。ゆっくりご意見をいただく時間が少ないと

いうご批判もあるが、国・県との関係の中で、自らの復興計画を早めにとりまとめた方が有

利だろうということもある。 
特に皆さんは業界の代表ですが、今回の骨子叩き台は基本を決めるという方向なので、ま

ずはご理解いただきたい。今後、具体的な内容については、アイディア合戦のようにいろい

ろな提案をしていただくことになろう。次の世代も含めて、努力をすれば必ずやという希望

がある。できるところからコツコツと努力をし、焦らず蓄積をしていくという姿勢が、現状

では大切だと思う。 
今回の計画は、住宅の高台移転、町全体の防災・減災という考え方での嵩上げという大事

業を控えている。皆さんにもご苦労をかけることになるが、100～200 年の大計となるので、

そこをご理解いただきたい。今日ご同席くださっている委員の皆さんは、これまでも熱心に

議論をしていただいており、また女川町に縁の深い方々なので女川の復興にご尽力くださる

ことを信じて止まない。今日の会合で、今後復興に向けて力強い一歩を踏み出すための対話

ができることを、よろしくお願いしたい。 
○鈴木会長：前回、この同じ会場で開いた第 1 回公聴会では、町長に提出した中間答申につい

てご説明した。その後、いろいろなご意見を集約し、今日お示しする案をとりまとめたので、

本日ご説明する。 
昨日の公聴会では、復興が先か、仕事や雇用が先か、はっきりと示せというご意見があっ

た。我々は、その両者ともに大切だと思っている。しかしながら、復興は長時間がかかる一

方、雇用や仕事は数ヶ月が勝負というところもある。それをどうつなぎ合わせるかが、生き

た復興計画となるかどうかの境目である。その意味で、雇用・仕事と関連づけた復興計画を

どう考えたらいいのか、ご意見を賜りたい。 
 

議事２ 復興方針・復興構想案について 

・ 柳沼復興推進室長より、復興基本計画（骨子）及び復興計画図（案）について説明を行った。 
 
議事３ 意見交換会 

○ 資料に「多重防御機能」と書かれているが、どのような形をイメージしているのか。 
→ 事務局：港周辺部は全て地盤が 1 メートルくらい下がってしまった。復興計画では、港の

海の際の部分の高さを早く盛り土して、基準の高さを決めて、内陸の方を徐々に盛り土し
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ていきたい。高さについてはさらに検討をする必要があるが、段階的に高くするとともに、

たとえば仙台の東部道路が津波の減衰対策に役立ったという事例もあることから、道路を

高く整備したり緑地帯を整備することで多重的に津波から防御するという考え方である。 
ただし、ハード面だけでなく逃げる行動を取ってもらうことと、避難ルート・避難場所

を確保するといったソフト面の対策も重視している。 
→ 町長：国や県には護岸の高さを早急に決定してもらうことを要望している。また、内陸部

の嵩上げについては、たとえば工場地域で移動する車の移動に支障があるようであれば問

題なため、段階的な高さの上げ方にも工夫が必要である。皆さんから意見をもらいながら

高さについても検討していきたい。 
○ 岸壁も３～5 メートル程度嵩上げされるのか。 
→ 町長：市場のかさ上げが 1.8 メートルであり、3 メートルも上げたら水産業に影響がある。

岸壁のレベルはきちんと決めた上で、そこから内陸部に向けてどのように盛り土していく

かということになる。 

 

○ 総合運動場の清水地区の移転について、女川はスポーツ観光で成功をしてきた町だと思う。

ただし、スポーツと市場（マリンパル）との回遊性に課題があった。今回のゾーニングで

も同じ轍を踏まないように、例えばソフトボール場はメモリアル公園の背後地に整備する

など、スポーツと観光を融合させて回遊性も配慮したゾーニングが望ましい。 

→ 町長：スポーツ振興まではできていたが、スポーツ観光は至っていなかったと認識してい

る。観光客やスポーツ等でツアーで来たときに、立ち止まっていただくかという設計がこ

れから大事になる。ゾーンを組み合わせたときに客の足止めさせることができるか。昼と

夜も異なる。また、看板の景観も工夫する必要があり、条例で規制をして乱立させること

を防ぐということも検討する必要があるだろう。 

また、海洋研究ゾーンの小乗浜地区にできるだけ足を運ばせるという方法も考える必要

がある。今までのイメージではなく、これからはゼロの設計から入れるため、大いに皆さ

んの意見を出してもらいたい。 

 →木島委員：小乗浜の地区に我々の建物を建てるだけではなくて、三陸沿岸、非常に大きか

った被災地をどのように立て直していくべきか。それを文部科学省が全面的、全国的な組

織として、全国的に大学を集めて、人間を集めてここで研究できるゾーンをつくりたいと。

拠点をつくりたいという方向で今進んでいる。東北大学でも東北マリンサイエンス拠点と

いう名前で概算要求をしている。 

今後拠点になると、研究者が宿泊する施設が必要になる。小乗浜にも高台に昔宿泊施設

があり、そこに少し高い施設を造って避難ビルとしても活用できればと考えている。 

→ 町長：離半島部では高台に移転する方向で検討が進められている。ほとんどの地区が津波

で被災し、港周辺に広いスペースが確保できる。その場所を業界の皆さん方のお知恵も拝

借して、漁業と加工施設、観光等の利用方法を検討していきたい。町の案としては、空き

地となる土地の半分を町が借り上げて漁具倉庫として提供し、漁業者がそこを利用すると

いうことが可能となり、残り半分をさらに活用することができるようになる。 
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→ 鈴木会長：第 6次産業という言葉も聞くように漁業と商工業の連携が重視されてきている。

商工業という立場からも、漁村の土地利用をどう考えるか、ご提案があればお願いしたい。 

→ 町長：各港の番屋の整備され始め、各番屋で各集落の方々が将来について話し合うような

場ができつつある。そこでの意見と商工関係者との意見を融合させていきたい。 

 

○ 水産の付加価値を高めるためにはまちづくりが重要である。自分たちでどんな町をつくる

か、女川ブランドを確立するために、新たに農業による事業を立ち上げようとしている。

また、今、FRK でもまちづくりの計画を考えている、委員の先生方にもご覧いただきたい。 
→ 鈴木会長：8 月 10 日の最終答申に向けて、公聴会からの意見、パブリックコメント、今お

知らせいただいたご提案などについて、積極的に受け止めていきたい。最終の段階でどの

ように反映するか検討させていただきたい。 

→ 町長：ご提案はすばらしいと思う。食を楽しむという考えで今までは漁業中心であったが、

都会では味わえない感覚を女川で味わえるという方向になり、果物栽培、野菜栽培も復活

させなければならないかもしれない。今までなかったものをつくっていくかということも

大きなテーマにしていただくと非常に面白いものができるのではないか。 

  

○ 町の根幹をなすのは水産業、漁業と同様に水産加工業が含まれるのであれば、加工業者の

のつなぎがないことが課題である。当面の問題として、数年後にできる水産ゾーンに新た

に投資をして、そこに工場を造り、雇用を発生させ、町を元気づけるといった場合に、じ

ゃあ、その間に何をしたらよいのかわからない。 

また、無事に工場を造ろうとした場合に、一度被災したところ、水をかぶったところに

金融機関が積極的に融資をしてくれるか。危険なところに、リスクの多いところには融資

をしない。そのような問題をクリアする必要がある。 

少しでも女川町に水産加工業が根付き、残るような政策を取っていただきたい。あと 1

年間、仮設であっても精算加工ができなければ、3年後、4年後に、工場を造ってやってく

ださいと言われても、工場の進出は難しいのではないか。 

そのような状況の中で、女川に工場を進出したい条件として、排水施設 1 つ取っても、

町として自前の排水処理施設を整備して、現状の排水の基準 600ppm をすることや、固定資

産税の減免など、女川に工場を誘致することのメリットを金額で表せることができれば、

既存の水産業者以外も参入する可能性はある。 

→ 町長：条件を緩和することで、投資の負担を少なくしたいということが誘致のための条件

になることは重々承知している。今の例に出た排水処理については、女川町はまだ対応で

きていない。今の基準は気仙沼に合わせている。各地域によって異なり、女川の基準を緩

和しても処理施設が対応できないという問題もある。 

そのような状況の中で、女川に工場を進出したい条件として、排水施設 1 つ取っても、

町として自前の排水処理施設を整備して、現状の排水の基準 600ppm をすることや、固定資

産税の減免など、女川に工場を誘致することのメリットを金額で表せることができれば、

既存の水産業者以外も参入する可能性はある。 
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つなぎの部分については、流通を今止めてはならないということで、石巻で開いている

工場などを活用する例もある。また、グループを統合するという会社もあるように努力を

している姿が見え始めている。資料に事業展開イメージが示されているが、1年、2年とき

れいに区切りをつけて進めるということではなく、重ね合う部分は判断しながら進める予

定である。 

二重ローンの話についても、国や各政党にも要望をしている。しかし、ローンについて

は住宅ローンも含めどこまでを対象にするか非常に悩ましい問題であり、政治課題になっ

ている。もう少々時間をいただきたい。 

 

○ 水産エリアの中で排水処理をする設備を整備していただきたい。計画の中にも取り込んで

いただきたい。 

→ 鈴木会長：委員会の中で議論をさせていただきたい。 

  

○ 水産庁でサンマ関係団体の意見交換を行った。そこでは、三陸の港の復興の話よりも、放

射線の話が中心となった。当面今の放射能問題というのは切り離せないのではないか。牛

肉の問題が出て、宮城県産が売れなくなっていくかもしれない。水産業に関して町はどの

ような準備をしているのか。 

→ 事務局：県が放射性物質の測定器を整備している。サンマやイワシ、サバなど、三枚おろ

しにして、切り身にして、機械の中に通すと測定できるという方法で具体的に進んでいる。 

→ 木島委員：東北大学が計画しているマリンサイエンス拠点では安全・安心な食品の検査法、

簡易検査法等も開発しようとしている。量子化学研究センターの先生方にも協力をいただ

き放射性線の測定結果について、専門的見地から検証し、たとえば認可証のようなものが

発行できれば消費者にもアピールすることができる。民間の方もできるような制度を構築

していくよう大学としても検討を進めたい。 

→ 鈴木委員：放射線の測定については IAEA などさまざまな期間が調査を始めて公表すること

になる。そのときに、地元の首長がどのデータを信じていいのかわからなくなることが懸

念される。東北大学の中で、そのようなさまざまなデータの内容を相対化して、何を基準

にしたらよいのかということも示すことができれば望ましい。 

→ 木島委員：測定を始めることにより、検出されてしまう時に必ず公表しなければならない

というリスクはある。ただし、今までは出たからすぐに公表という考え方である。それが

問題を引き起こしている。牛肉の件についても、どの稲わらにどれだけの量があってとい

うことをしっかりトレースする必要があり。トレースをしないから風評被害になってしま

う。人文社会学関係の研究者も風評被害についての研究を進めている。 

→ 町長：町も連携を取りながら、検査態勢を充実させていきたい。原発や放射線への関心は

非常に高いが、復興計画としてそこまで踏み込むと混乱をして先に進むことができないた

め、計画としては割り切ってもらいたいという考えである。ただし、今後の対応について

は常にさまざまな方策を念頭に入れておく必要があると認識している。 
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○ 放射線の規制値が 500 ベクレルであるが、それ未満であっても検出されてしまうと商品と

しての価値が落ちてしまう。先生方には測定をするだけでなく、消費者に対して数値の意

味をわかりやすく伝えるということもお願いしたい。 

 

○ この計画案では教育に関する部分というのは少ない。町が将来復興していくためには子ど

もたちが背負っていかなければいけないので、子どもたちの教育環境も復興計画の中に盛

り込んでほしい。 

→ 今野アドバイザー：委員会では 3 つの柱で検討しているが、完璧な津波対策ができたとし

ても、女川の町民の生業はどうなるかということが最も心配に思う。私は中学から女川町

にいるが、当時の人口は 1 万 8,000 人、原発もなかったのが、今は半分ぐらいになってい

る。さらにこの震災と津波で、私の周りでもどんどん町外に出て行っており、何とかこれ

を引き戻したい。そのためには、10 代、20 代、30 代、40 代、50 代それぞれの女川に対す

る思いの違いを意識しながら、できれば総合計画の中に復興計画が位置付けられればいい。

またその中では、医療・福祉・保健関係と、教育・文化・スポーツという柱をきちんと立

てて、一生懸命やっている子供たちが夢を持てるようにしたい。 

女川で重要なことは、離半島の復興だと思う。女川町の人口が激減することに加えて、

離半島部の人口が減って町に集中化されている。こういう状況の中では、やはり離半島部

の復興が重要。一方、女川の魅力は離半島部であり、水産業に特化せず、水産業を基盤に

しながら 6 次産業化すべき。皆さんのアイディアを出し、資金面では全国的な支援の動き

などに乗って、町づくりをしてはどうか。 

先ほど非常に具体的な話が出てきたので心強い。教育などを含め、女川町に戻ってきた

いと思わせるような女川町の特徴をどう作るのかを、足元からつくり上げながら整合性を

持たせたいと思う。8月には基本構想ができるが、その後もどう具体化していくかについて

は、皆さんの意見を聞いてフィードバックしていく。 

○ 木村副会長：教育については、広い意味で災害の伝承や啓発もあるので、いずれ復興計画

がまとまれば町の総合計画に吸収されていくと思う。一般的にそうなので、総合計画の中

で学校教育の在り方などという形で、新たな施策を作っていくことになろう。 

今日は、皆さんからいろいろ活発なご意見をいただいた。女川の復興は、端的に言うと

住宅と産業の復興なので、産業を担っている皆さんの肩に懸かっている。 

新しい動きもあるというご発言もあって非常に安心しているが、今は外からいろいろな

支援の動きもあるので、スピード感を持って食いついていかないと乗り遅れるのではない

か。外からの情報を得て、具体的な地元の動きを起こすことが非常に大切なので、いろい

ろな支援をうまく活用してほしい。 

復興計画のマスタープランについて第一歩はどうするのかが委員会で議論され、先行的

に手を付けるものとして、高台住宅の問題と水産加工業の問題を早く進めようという話に

なっている。このため、水産加工ゾーンの具体的なイメージをつくり上げていかなければ

ならない。排水の問題、かさ上げの問題もあり、一企業で対処できる問題ではないので、

できれば組合か企業団体のようなグループとして水産加工ゾーン全体をどう早急に作り上
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げるかという 1 つの提案にしてほしい。グループで 1 つにまとめて出てくると、行政は受

け止めやすい。FRK さんで相談していただいて、役場の方とうまく擦り合わせをすればと思

うので、早い動きをお願いしたい。 

また、店舗が少ないが商売を早くやりたいというお話もいただいた。例えば、津波で残

っているビルで使えそうなものを立体市場のようにして活用してはどうか。残っている中

には何棟か使えそうな建物もあるそうだ。しかし、使いたいというニーズがなければこの

話は進まない。この話は、県の復興会議でも知事の前で話した。このため県も考えるかも

しれないが、女川町でも、もしそういうニーズがあれば、個別ではなく団体として要望し

てほしい。資金面を心配する声もあろうが、それは後で考えてもいい。そういうニーズが

あるのだったら動きだすことが大切なので、ぜひそれも検討してほしい。 

○木島委員：東北大学としては、全学一体となっていろいろな方面でご協力をしたい。 

「心技体」という言葉のとおり、「心」をつくる教育・学術・スポーツ、水産技術という

発展的技術を持ってつくる水産加工業を含めた産業、そして「体」をつくる女川町立病院

がそろっている女川町は、それらがそれぞれ機能し合えばいい町ができるのではないか。

これだけの自然があるので、町立病院にタラソテラピー（海洋療法）などの特徴的なもの

をつくり、関東地方などからの滞在客を呼んではどうか。そこで大学などの学術機関が心

を養うための研修を行い、おいしいものも食べられるというような三位一体ができればと

思う。 

町長の話を伺い、まったく我々と方向が一緒なので安心した。皆様と一緒にまた力を尽

くさせていただきたい。 

○ 安住町長：今、タラソテラピーの話が出たが、いろいろなアイディアは今後とも出ると思

う。それ以上に FRK の皆さんは、今までの実績を踏まえた新たな発想で、提案をお願いす

る。 

○鈴木会長：今日皆さんからかなり前向きなご発言をお伺いし、この復興計画を作って進行さ

せていく上で、お互いに突き合わせる場面づくりが重要とますます感じた。復興計画策定

委員会だけでなし得る仕事ではないので、産業界、漁師の方々などと協議して詳細を詰め

る場を、町にも皆さんにもぜひご協力をお願いしたい。 

今回の津波で最も大きな課題は、人口が減って高齢化している地域が中心に被害を受けた

こと。その中で将来の町づくり構想を考えるときには、市街地としての土地面積をどのくら

い減らさなければいけないのかという問題に直面する。ある意味では、市街地の縮小計画を

作らなければならない。その中で、人々がどういう豊かな生活、ライフスタイルをすごすか

ということも描きながら計画しなければいけない。 

これからの復興計画について継続的に皆さんとこういう関係を持つ場面をつくっていき

たいので、ご協力をよろしくお願いします。 

以上 

 

 

  


