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１１１１    開会開会開会開会    

○○○○司会司会司会司会        

本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいところおしいところおしいところおしいところお集集集集まりいただきまりいただきまりいただきまりいただきましてましてましてましてありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。只今只今只今只今からからからから第第第第２９２９２９２９回宮城回宮城回宮城回宮城

県産業振興審議会県産業振興審議会県産業振興審議会県産業振興審議会をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。欠席欠席欠席欠席されたされたされたされた委員委員委員委員のののの方方方方々々々々ををををごごごご報告報告報告報告させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。伊藤伊藤伊藤伊藤

房雄房雄房雄房雄委員委員委員委員，，，，大志田典明委員大志田典明委員大志田典明委員大志田典明委員，，，，斎藤斎藤斎藤斎藤まゆみまゆみまゆみまゆみ委員委員委員委員，，，，堀切川一男委員堀切川一男委員堀切川一男委員堀切川一男委員のののの４４４４名名名名がががが所用所用所用所用のためのためのためのため欠席欠席欠席欠席ささささ

れておりますれておりますれておりますれております。。。。本会議本会議本会議本会議のののの定足数定足数定足数定足数はははは過半数過半数過半数過半数とととと定定定定められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。委員委員委員委員２０２０２０２０名名名名にににに対対対対ししししましてましてましてまして

，，，，１１１１６６６６名名名名のののの委員委員委員委員のののの出席出席出席出席をををを頂頂頂頂いておりますいておりますいておりますいております。。。。産業振興審議会条例第産業振興審議会条例第産業振興審議会条例第産業振興審議会条例第５５５５条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき

，，，，本日本日本日本日のののの会議会議会議会議はははは有効有効有効有効にににに成立成立成立成立していることをしていることをしていることをしていることを御報告御報告御報告御報告いたしますいたしますいたしますいたします。。。。それではそれではそれではそれでは開会開会開会開会にあたりにあたりにあたりにあたりましてましてましてまして

，，，，宮城県経済商工観光部次長宮原宮城県経済商工観光部次長宮原宮城県経済商工観光部次長宮原宮城県経済商工観光部次長宮原からからからから御挨拶御挨拶御挨拶御挨拶をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

２２２２    あいさつあいさつあいさつあいさつ    

○○○○宮原次長宮原次長宮原次長宮原次長    

    本日本日本日本日はははは，，，，県議会県議会県議会県議会のののの特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会がががが開催開催開催開催されてされてされてされておりますおりますおりますおります関係関係関係関係でででで部長級部長級部長級部長級がががが出席出席出席出席できずできずできずできず，，，，誠誠誠誠にににに申申申申

しししし訳訳訳訳ありませんありませんありませんありません。。。。代代代代わりましてわりましてわりましてわりまして私私私私からからからから御挨拶申御挨拶申御挨拶申御挨拶申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    

    本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中，，，，委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にはにはにはには本審議会本審議会本審議会本審議会にににに御御御御出席出席出席出席をををを賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして誠誠誠誠にありがとうごにありがとうごにありがとうごにありがとうご

ざいますざいますざいますざいます。。。。またまたまたまた，，，，日頃日頃日頃日頃からからからから本県本県本県本県のののの産業振興並産業振興並産業振興並産業振興並びにびにびにびに震震震震災復興災復興災復興災復興にににに向向向向けましてけましてけましてけまして格別格別格別格別のののの御御御御支援支援支援支援とととと御御御御

協力協力協力協力をいただいておりますことにをいただいておりますことにをいただいておりますことにをいただいておりますことに感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

間間間間もなくもなくもなくもなく震災震災震災震災からからからから２２２２年年年年になろうになろうになろうになろうとしておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。このこのこのこの間被災間被災間被災間被災されたされたされたされた方方方方々々々々やややや関係者関係者関係者関係者のののの皆様皆様皆様皆様

のののの懸命懸命懸命懸命のののの御努力御努力御努力御努力によりましてによりましてによりましてによりまして，，，，一歩一歩一歩一歩ずつずつずつずつ復興復興復興復興がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいるものものものものとととと感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。県県県県ではではではでは

一昨年震災復興計画一昨年震災復興計画一昨年震災復興計画一昨年震災復興計画をををを策定策定策定策定しましてしましてしましてしまして，，，，復興復興復興復興にににに向向向向けたけたけたけた様様様様々々々々なななな取組取組取組取組をををを進進進進めてめてめてめておりますおりますおりますおります。。。。被災被災被災被災ささささ

れたれたれたれた方方方方のくらしがのくらしがのくらしがのくらしが大事大事大事大事でございますのででございますのででございますのででございますので，，，，住住住住まいのまいのまいのまいの再建再建再建再建とととと働働働働くくくく場場場場ということでということでということでということで産業産業産業産業のののの復興復興復興復興

とととと雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出がががが最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

一方一方一方一方，，，，長長長長いいいい目目目目でででで見見見見ますとますとますとますと産業構造産業構造産業構造産業構造がががが変化変化変化変化しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので，，，，単単単単にににに震災前震災前震災前震災前のののの状況状況状況状況にににに戻戻戻戻すとすとすとすと

いうことではなくいうことではなくいうことではなくいうことではなく，，，，将来将来将来将来のののの発展発展発展発展をををを見据見据見据見据えたえたえたえた抜本的抜本的抜本的抜本的なななな再構築再構築再構築再構築をををを目指目指目指目指していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

県県県県のののの震災復興計画震災復興計画震災復興計画震災復興計画ではではではでは復興期間復興期間復興期間復興期間をををを１０１０１０１０年間年間年間年間とととと定定定定めておりますがめておりますがめておりますがめておりますが，，，，このこのこのこの期間期間期間期間をををを３３３３つにつにつにつに区分区分区分区分しししし

ておりましてておりましてておりましてておりまして，，，，最初最初最初最初のののの復旧期復旧期復旧期復旧期３３３３年年年年，，，，再生期再生期再生期再生期４４４４年年年年，，，，最後最後最後最後のののの発展期発展期発展期発展期３３３３年年年年としておりとしておりとしておりとしており，，，，来年来年来年来年度度度度２２２２

５５５５年度年度年度年度はははは復旧期復旧期復旧期復旧期のののの最後最後最後最後のののの年年年年となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので，，，，次次次次のののの再生期再生期再生期再生期とととと発展期発展期発展期発展期ににににつなげていくつなげていくつなげていくつなげていく大事大事大事大事なななな年年年年

であるとであるとであるとであると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。一日一日一日一日もももも早早早早くくくく復旧復旧復旧復旧をををを成成成成しししし遂遂遂遂げるとともにげるとともにげるとともにげるとともに，，，，将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた種種種種まきもまきもまきもまきも

十分十分十分十分にににに仕込仕込仕込仕込んでいかなければならないとんでいかなければならないとんでいかなければならないとんでいかなければならないと考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので，，，，委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にはにはにはには本県本県本県本県のののの復復復復

興興興興にににに向向向向けてけてけてけて，，，，あるいあるいあるいあるいはははは将来将来将来将来へのへのへのへの発展発展発展発展にににに向向向向けてけてけてけて引引引引きききき続続続続きききき御協力御協力御協力御協力をををを賜賜賜賜ればとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた，，，，今年今年今年今年４４４４月月月月からからからから６６６６月月月月にはにはにはには，，，，大型観光大型観光大型観光大型観光キャンペーンのキャンペーンのキャンペーンのキャンペーンの「「「「仙台仙台仙台仙台・・・・宮城宮城宮城宮城デスティネーショデスティネーショデスティネーショデスティネーショ

ンキャンペーンンキャンペーンンキャンペーンンキャンペーン」」」」がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。全国全国全国全国のののの方方方方々々々々からからからから震災震災震災震災へのへのへのへの御御御御支援支援支援支援をををを賜賜賜賜りましたがりましたがりましたがりましたが，，，，そのそのそのその

感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを込込込込めてめてめてめて，，，，全国全国全国全国のののの皆様皆様皆様皆様ををををおもてなしおもてなしおもてなしおもてなししてしてしてしていきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えておりますしえておりますしえておりますしえておりますし，，，，あわあわあわあわ

せてせてせてせて観光関連産業観光関連産業観光関連産業観光関連産業のののの発展発展発展発展にもにもにもにも繋繋繋繋げてまいりたいとげてまいりたいとげてまいりたいとげてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。こちらにつきましてもこちらにつきましてもこちらにつきましてもこちらにつきましても引引引引きききき続続続続

きききき御協力御協力御協力御協力をををを賜賜賜賜ればればればれば幸幸幸幸いでございますいでございますいでございますいでございます。。。。    

本日本日本日本日はははは，，，，県県県県のののの方方方方からからからから復興復興復興復興のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況などをなどをなどをなどを御説明御説明御説明御説明させていただきますのでさせていただきますのでさせていただきますのでさせていただきますので，，，，ぜひぜひぜひぜひ今後今後今後今後にににに

向向向向けましてけましてけましてけまして委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方からからからから貴重貴重貴重貴重なななな御意見御意見御意見御意見をををを賜賜賜賜ればればればれば幸幸幸幸いでございますいでございますいでございますいでございます。。。。本日本日本日本日はどうぞよろはどうぞよろはどうぞよろはどうぞよろ
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しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

○○○○司会司会司会司会    

本日本日本日本日のののの議事議事議事議事につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては，，，，次第次第次第次第にににに記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり３３３３件件件件をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。今年度今年度今年度今年度はははは，，，，

当審議会当審議会当審議会当審議会へのへのへのへの諮問案件諮問案件諮問案件諮問案件がございませんのでがございませんのでがございませんのでがございませんので，，，，『『『『復興復興復興復興のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況』』』』とととと『『『『富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現にににに向向向向

けたけたけたけた主主主主なななな取組取組取組取組とととと成果成果成果成果』』』』をををを報告報告報告報告させていただきさせていただきさせていただきさせていただき，，，，皆様皆様皆様皆様からからからから御意見御意見御意見御意見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

配布資料配布資料配布資料配布資料につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，次第次第次第次第，，，，出席者名簿出席者名簿出席者名簿出席者名簿，，，，座席表座席表座席表座席表，，，，資料資料資料資料1111，，，，資料資料資料資料2222----1111，，，，資料資料資料資料2222----2222，，，，資料資料資料資料3333でござでござでござでござ

いますいますいますいます。。。。資料資料資料資料のののの不足等不足等不足等不足等ございございございございませんでしょうかませんでしょうかませんでしょうかませんでしょうか。。。。またまたまたまた，，，，御御御御発言発言発言発言されるされるされるされる場合場合場合場合はははは職員職員職員職員がマイクをおがマイクをおがマイクをおがマイクをお持持持持

ちちちちしますのでマイクをしますのでマイクをしますのでマイクをしますのでマイクを使用使用使用使用してしてしてして御発言御発言御発言御発言をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは議事議事議事議事にににに移移移移ららららせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。議事進行議事進行議事進行議事進行はははは内田会長内田会長内田会長内田会長におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと存存存存じますじますじますじます

。。。。内田会長内田会長内田会長内田会長よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

    本日本日本日本日はどうぞよろしくおはどうぞよろしくおはどうぞよろしくおはどうぞよろしくお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。まずまずまずまず，，，，議事議事議事議事にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに，，，，本審議会本審議会本審議会本審議会はははは平成平成平成平成

１２１２１２１２年度年度年度年度のののの第第第第１１１１回回回回のののの会議会議会議会議においてにおいてにおいてにおいて，「，「，「，「公開公開公開公開するするするする」」」」とととと決定決定決定決定されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので，，，，公開公開公開公開ととととしてしてしてして

進進進進めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。それではそれではそれではそれでは次第次第次第次第にににに従従従従いましていましていましていまして進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

本日本日本日本日のののの審議会審議会審議会審議会はははは，『，『，『，『復興復興復興復興のののの進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等』』』』とととと『『『『富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた主主主主なななな取組取組取組取組とととと成果成果成果成果』』』』

についてをについてをについてをについてを議題議題議題議題としてとしてとしてとして意意意意見交換見交換見交換見交換をしてをしてをしてをして参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。会議会議会議会議のののの進進進進めめめめ方方方方といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして

はははは，，，，各議題各議題各議題各議題ともともともとも県県県県からからからから説明説明説明説明いただきいただきいただきいただき，，，，そのそのそのその後後後後にににに委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから御意見御意見御意見御意見をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

    

３３３３    議事議事議事議事    

（（（（１１１１））））    復興復興復興復興のののの進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等についてについてについてについて    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

それではそれではそれではそれでは議事議事議事議事(1)(1)(1)(1)『『『『復興復興復興復興のののの進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等についてについてについてについて』』』』事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いいいいししししますますますます。。。。    

    

○○○○日野室長日野室長日野室長日野室長    

    それではそれではそれではそれでは，，，，資料資料資料資料２２２２－－－－１１１１『『『『復興復興復興復興のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて』』』』にににに基基基基づきづきづきづき，，，，御説明御説明御説明御説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    震災震災震災震災からからからから２２２２年近年近年近年近くがくがくがくが経過経過経過経過しようとしておりますがしようとしておりますがしようとしておりますがしようとしておりますが，，，，県県県県ではではではでは震災震災震災震災からのからのからのからの復興復興復興復興のののの全体的全体的全体的全体的なななな状状状状

況況況況とととと各部門別各部門別各部門別各部門別のののの状況状況状況状況をををを取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ，，，，県議会県議会県議会県議会のののの常任委員会等常任委員会等常任委員会等常任委員会等におにおにおにおきましてきましてきましてきまして御報告御報告御報告御報告させていたさせていたさせていたさせていた

だいてだいてだいてだいておりますおりますおりますおります。。。。ここではここではここではここでは，，，，このこのこのこの資料資料資料資料にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして，，，，全体的全体的全体的全体的なななな概況概況概況概況のののの部分部分部分部分とととと，，，，当審議会当審議会当審議会当審議会

のののの所管事項所管事項所管事項所管事項でありますでありますでありますであります「「「「産業産業産業産業」」」」にににに関連関連関連関連するするするする部分部分部分部分をををを中心中心中心中心にににに説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

２２２２ページページページページをおをおをおをお開開開開きくださいきくださいきくださいきください。。。。２２２２ページにはページにはページにはページには東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの概要概要概要概要をををを記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。項項項項

目目目目のののの２２２２番目番目番目番目，「，「，「，「被害被害被害被害のののの状況等状況等状況等状況等」」」」のうちのうちのうちのうち，「（，「（，「（，「（１１１１））））人的被害人的被害人的被害人的被害」」」」についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが，，，，死死死死

者者者者につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる関連死関連死関連死関連死のののの方方方方もももも含含含含めめめめましましましましてててて，，，，１０１０１０１０，，，，４０９４０９４０９４０９人人人人，，，，行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者につにつにつにつ

きましてはきましてはきましてはきましては１１１１，，，，３１０３１０３１０３１０人人人人となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。「（。「（。「（。「（２２２２））））のののの住家住家住家住家・・・・非住家被害非住家被害非住家被害非住家被害」」」」につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

はははは，，，，記載記載記載記載のとおのとおのとおのとおりでございますりでございますりでございますりでございます。。。。またまたまたまた，「（，「（，「（，「（３３３３））））被害額被害額被害額被害額のののの概要概要概要概要」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，１１１１月月月月    

１０１０１０１０日現在日現在日現在日現在でででで被害総額被害総額被害総額被害総額はははは９９９９兆兆兆兆１１１１，，，，８８９８８９８８９８８９億円億円億円億円にににに上上上上っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

３３３３ページからページからページからページから４４４４ページページページページにつにつにつにつきましきましきましきましてはてはてはては，，，，このこのこのこの２２２２年近年近年近年近くのくのくのくの復興復興復興復興のののの歩歩歩歩みでございますみでございますみでございますみでございます。。。。一昨一昨一昨一昨

年年年年３３３３月月月月 11111111 日日日日のののの東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの発災発災発災発災からからからから国国国国のののの３３３３次次次次にわたるにわたるにわたるにわたる補正予算補正予算補正予算補正予算のののの成立成立成立成立やややや，，，，10101010 年間年間年間年間のののの復復復復
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興興興興のののの道筋道筋道筋道筋をををを示示示示すすすす宮城県震災復興計画宮城県震災復興計画宮城県震災復興計画宮城県震災復興計画のののの策定策定策定策定，，，，約約約約２２２２万万万万 2000200020002000 戸戸戸戸のののの応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅のののの完成完成完成完成などなどなどなど，，，，

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの復興復興復興復興がががが進進進進んできたんできたんできたんできた経過経過経過経過をををを記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    ５５５５ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。５５５５ページではページではページではページでは県県県県のののの震災復興計画震災復興計画震災復興計画震災復興計画のののの概要概要概要概要をまとめておりますをまとめておりますをまとめておりますをまとめております。。。。    

県県県県のののの震災復震災復震災復震災復興計画興計画興計画興計画のののの計画期間計画期間計画期間計画期間はははは 10101010 年間年間年間年間でででで，，，，平成平成平成平成 32323232 年度年度年度年度をををを復興復興復興復興のののの目標目標目標目標にににに定定定定めめめめましてましてましてまして，，，，そのそのそのその

計画期間計画期間計画期間計画期間をををを復旧期復旧期復旧期復旧期３３３３年年年年，，，，再生期再生期再生期再生期４４４４年年年年，，，，発展期発展期発展期発展期３３３３年年年年にににに区分区分区分区分しておりしておりしておりしておりましてましてましてまして，，，，来年度来年度来年度来年度のののの平成平成平成平成 25252525

年度年度年度年度はははは，，，，復旧期復旧期復旧期復旧期のののの最終年度最終年度最終年度最終年度にあたりますにあたりますにあたりますにあたります。。。。またまたまたまた，，，，復興復興復興復興のポイントとしてのポイントとしてのポイントとしてのポイントとして 10101010 項目項目項目項目をををを掲掲掲掲げてげてげてげて

おりますがおりますがおりますがおりますが，，，，産業関連産業関連産業関連産業関連のものとしのものとしのものとしのものとしましましましましてはてはてはては，「，「，「，「２２２２    水産県水産県水産県水産県みやぎのみやぎのみやぎのみやぎの復興復興復興復興」，「」，「」，「」，「３３３３    先進的先進的先進的先進的なななな

農林業農林業農林業農林業のののの構築構築構築構築」，「」，「」，「」，「４４４４    ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業のののの早期復興早期復興早期復興早期復興によるによるによるによる富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現」，「」，「」，「」，「５５５５    多様多様多様多様なななな

魅力魅力魅力魅力をををを持持持持つみやぎのつみやぎのつみやぎのつみやぎの観光観光観光観光のののの再生再生再生再生」」」」としてとしてとしてとして４４４４項目項目項目項目がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。    

６６６６ページページページページではではではでは，，，，市町市町市町市町のののの震災復興計画震災復興計画震災復興計画震災復興計画のののの策定状況策定状況策定状況策定状況をまをまをまをまとめておりますとめておりますとめておりますとめております。。。。平成平成平成平成 23232323 年末年末年末年末までまでまでまで

にににに，，，，沿岸沿岸沿岸沿岸 15151515 市町市町市町市町とととと内陸内陸内陸内陸６６６６市町市町市町市町においてにおいてにおいてにおいて震災復興計画震災復興計画震災復興計画震災復興計画がががが策定策定策定策定されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

７７７７ページページページページ以降以降以降以降はははは，，，，各部門各部門各部門各部門のののの取組取組取組取組やややや復興状況復興状況復興状況復興状況をををを記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。ここここここここではではではでは私私私私のほうからのほうからのほうからのほうから

「「「「経済経済経済経済・・・・商工商工商工商工・・・・観光観光観光観光・・・・雇用雇用雇用雇用」」」」関連関連関連関連についてについてについてについて，，，，御説明御説明御説明御説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

14141414 ページページページページをををを御覧御覧御覧御覧くださいくださいくださいください。。。。まずまずまずまず，，，，左上左上左上左上のののの囲囲囲囲みのみのみのみの「「「「被災商工業者被災商工業者被災商工業者被災商工業者のののの営業状況営業状況営業状況営業状況」」」」ででででございまございまございまございま

すすすす。。。。これはこれはこれはこれは昨年昨年昨年昨年３３３３月末時点月末時点月末時点月末時点でででで，，，，県県県県がががが商工会商工会商工会商工会とととと商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所にににに対対対対しししし調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼しししし，，，，取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ

たものでたものでたものでたものでございございございございまままますすすす。。。。このこのこのこの調査調査調査調査ではではではでは，，，，被災商工会被災商工会被災商工会被災商工会・・・・商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所のののの会員数会員数会員数会員数，，，，11,68511,68511,68511,685 会員会員会員会員にににに対対対対

しましてしましてしましてしまして，，，，主主主主にににに沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部におにおにおにおけるけるけるける事業再開事業再開事業再開事業再開がががが遅遅遅遅れておりますことかられておりますことかられておりますことかられておりますことから，，，，営業継続会員数営業継続会員数営業継続会員数営業継続会員数はははは，，，，

9,7909,7909,7909,790 会員会員会員会員にとどまっておりにとどまっておりにとどまっておりにとどまっており，，，，率率率率としてはとしてはとしてはとしては約約約約 84848484％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。次次次次にににに，，，，そのそのそのその下下下下，「，「，「，「二二二二

重債務問題重債務問題重債務問題重債務問題へのへのへのへの取組取組取組取組」」」」でございますがでございますがでございますがでございますが，，，，平成平成平成平成 23232323 年年年年 11111111 月月月月にににに震災震災震災震災でででで被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた事業者事業者事業者事業者のののの事事事事

業再開業再開業再開業再開・・・・再生再生再生再生をををを支援支援支援支援するためするためするためするため，「，「，「，「宮城県産業復興相談宮城県産業復興相談宮城県産業復興相談宮城県産業復興相談センターセンターセンターセンター」」」」がががが設置設置設置設置されておりされておりされておりされており，，，，平成平成平成平成

25252525 年年年年 1111 月月月月 25252525 日現在日現在日現在日現在でででで，，，，712712712712 社社社社のののの相談相談相談相談にににに対応対応対応対応しておりますしておりますしておりますしております。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして，，，，平成平成平成平成 23232323 年年年年 12121212 月月月月

にはにはにはには，，，，被災事業者被災事業者被災事業者被災事業者のののの震災前震災前震災前震災前からのからのからのからの債務債務債務債務をををを買買買買いいいい取取取取ることによりることによりることによりることにより，，，，財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善をををを図図図図りりりり，，，，新新新新

規融資規融資規融資規融資をををを足足足足がかりとしたがかりとしたがかりとしたがかりとした事業再生事業再生事業再生事業再生をををを支援支援支援支援するこするこするこすることをとをとをとを目的目的目的目的とととといたしまいたしまいたしまいたしましたしたしたした「「「「宮城産業復興機宮城産業復興機宮城産業復興機宮城産業復興機

構構構構」」」」がががが設立設立設立設立されされされされ，，，，平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月 27272727 日現在日現在日現在日現在でででで，，，，27272727 事業者事業者事業者事業者のののの債権買取案件債権買取案件債権買取案件債権買取案件がががが決定決定決定決定されておされておされておされてお

りますりますりますります。。。。さらにさらにさらにさらに，，，，平成平成平成平成 24242424 年年年年３３３３月月月月にはにはにはには，，，，宮城県以外宮城県以外宮城県以外宮城県以外のののの被災地被災地被災地被災地もももも含含含含めてめてめてめて，，，，事業再生事業再生事業再生事業再生をををを図図図図ろうろうろうろう

とするとするとするとする事業者事業者事業者事業者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます「「「「東日本大震災事業者再生支援機構東日本大震災事業者再生支援機構東日本大震災事業者再生支援機構東日本大震災事業者再生支援機構」」」」がががが設立設立設立設立されされされされてててて

おりますおりますおりますおります。。。。このこのこのこの機構機構機構機構におにおにおにおきましてきましてきましてきましてはははは，，，，小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者，，，，農林水産事業者農林水産事業者農林水産事業者農林水産事業者，，，，医療福祉事業者等医療福祉事業者等医療福祉事業者等医療福祉事業者等

をををを重点的重点的重点的重点的にににに対象対象対象対象とするほかとするほかとするほかとするほか，「，「，「，「宮城産業復興機構宮城産業復興機構宮城産業復興機構宮城産業復興機構」」」」ではではではでは，，，，支援支援支援支援のののの対象対象対象対象とすることがとすることがとすることがとすることが困難困難困難困難なななな

事業者事業者事業者事業者をををを対象対象対象対象としておりとしておりとしておりとしており，，，，宮城県内宮城県内宮城県内宮城県内のののの事業者事業者事業者事業者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援としてはとしてはとしてはとしては，，，，平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月 26262626

日現在日現在日現在日現在でででで，，，，48484848 件件件件がががが支援決定支援決定支援決定支援決定されておりますされておりますされておりますされております。。。。次次次次にににに，，，，右右右右側上側上側上側上のののの「「「「宮城県中小企業等宮城県中小企業等宮城県中小企業等宮城県中小企業等グループグループグループグループ

補助金補助金補助金補助金によるによるによるによる支援状況支援状況支援状況支援状況」」」」でございますでございますでございますでございます。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるグループグループグループグループ補助補助補助補助金金金金はははは被災地被災地被災地被災地のののの中小企業等中小企業等中小企業等中小企業等がががが

一体一体一体一体となってとなってとなってとなって進進進進めるめるめるめる復旧整備事業復旧整備事業復旧整備事業復旧整備事業をををを，，，，県県県県がががが認定認定認定認定するするするする復興事業計画復興事業計画復興事業計画復興事業計画にににに基基基基づきづきづきづき，，，，国国国国とととと連携連携連携連携してしてしてして

補助補助補助補助するものですするものですするものですするものです。。。。これまでこれまでこれまでこれまで第第第第１１１１次次次次からからからから第第第第６６６６次次次次までまでまでまで募集募集募集募集をををを終終終終えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが，，，，１１１１次次次次からからからから５５５５

次次次次までのまでのまでのまでの要望額要望額要望額要望額はははは延延延延べべべべ 5,4715,4715,4715,471 億億億億 9999 千万円千万円千万円千万円にににに対対対対してしてしてして，，，，交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額がががが 1,4711,4711,4711,471 億億億億 3333 千万円千万円千万円千万円，，，，６６６６次次次次

におにおにおにおきましてきましてきましてきましてもももも要望額要望額要望額要望額 853853853853 億億億億 5555 千万円千万円千万円千万円にににに対対対対してしてしてして，，，，第第第第１１１１回締切分回締切分回締切分回締切分のののの交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額がががが 569569569569 億億億億 7777 千千千千

万円万円万円万円ににににとどまっておりますとどまっておりますとどまっておりますとどまっております。。。。またまたまたまた，，，，沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部におけるにおけるにおけるにおける土地嵩上土地嵩上土地嵩上土地嵩上げげげげ等等等等のインフラのインフラのインフラのインフラ整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れてれてれてれて

いることいることいることいることがががが課題課題課題課題となっておりましてとなっておりましてとなっておりましてとなっておりまして，，，，本格的本格的本格的本格的なななな復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業にににに着手着手着手着手できないできないできないできない事業者事業者事業者事業者もももも残残残残されてされてされてされて

おりますおりますおりますおります。。。。このためこのためこのためこのため，，，，県県県県といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては，，，，今後今後今後今後もグループもグループもグループもグループ補助金補助金補助金補助金のののの継続継続継続継続やややや事故事故事故事故繰越繰越繰越繰越のののの複複複複

数回承認等数回承認等数回承認等数回承認等につにつにつにつきましきましきましきましてててて，，，，国国国国にににに対対対対してしてしてして強強強強くくくく要望要望要望要望しているところでありしているところでありしているところでありしているところでありますますますます。。。。事故事故事故事故繰越繰越繰越繰越のののの複複複複

数回承認数回承認数回承認数回承認といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは，，，，国国国国のののの会計制度会計制度会計制度会計制度でででで決決決決まっておりましてまっておりましてまっておりましてまっておりまして基本的基本的基本的基本的にはにはにはには単年度会計単年度会計単年度会計単年度会計であであであであ
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りますのでりますのでりますのでりますので，，，，次次次次々々々々繰越繰越繰越繰越しできないというしできないというしできないというしできないという状況状況状況状況になりますになりますになりますになります。。。。これをこれをこれをこれを何何何何とかできないかというとかできないかというとかできないかというとかできないかという

ことでことでことでことで要望要望要望要望しているということでありますしているということでありますしているということでありますしているということであります。。。。沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部におけるまちづくりのにおけるまちづくりのにおけるまちづくりのにおけるまちづくりの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた被被被被

災事業者災事業者災事業者災事業者のののの復旧支援復旧支援復旧支援復旧支援をををを今後今後今後今後ともともともとも行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。次次次次にににに，，，，そのそのそのその下下下下のののの「「「「中小企業基盤整備機中小企業基盤整備機中小企業基盤整備機中小企業基盤整備機

構構構構    仮設施設整備事業仮設施設整備事業仮設施設整備事業仮設施設整備事業」」」」でございますでございますでございますでございます。。。。中小企業等中小企業等中小企業等中小企業等のののの早期事業再開早期事業再開早期事業再開早期事業再開のためのためのためのため，，，，中小企業基盤中小企業基盤中小企業基盤中小企業基盤

整備機構整備機構整備機構整備機構ではではではでは市町市町市町市町とととと協議協議協議協議しながらしながらしながらしながら，，，，仮設店舗仮設店舗仮設店舗仮設店舗やややや工場等工場等工場等工場等のののの建設建設建設建設をををを進進進進めておりめておりめておりめており，，，，平成平成平成平成 25252525 年年年年 1111

月月月月 28282828 日現在日現在日現在日現在でででで，，，，建設中建設中建設中建設中のものをのものをのものをのものを含含含含めましてめましてめましてめまして，，，，８８８８市市市市５５５５町町町町のののの 133133133133 箇所箇所箇所箇所でででで整備整備整備整備されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

次次次次にににに，，，，右右右右下下下下のののの「「「「観光客入込数観光客入込数観光客入込数観光客入込数」」」」ですがですがですがですが，，，，震災震災震災震災発生後発生後発生後発生後，，，，宮城県宮城県宮城県宮城県へのへのへのへの観光客観光客観光客観光客はははは，，，，自粛自粛自粛自粛ムードのムードのムードのムードの

蔓延蔓延蔓延蔓延やややや風評被害風評被害風評被害風評被害によってによってによってによって大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少ししししておりますておりますておりますております。。。。このためこのためこのためこのため，，，，県県県県ではではではでは，，，，観光客数観光客数観光客数観光客数をををを震災前震災前震災前震災前

のののの水準水準水準水準にまでにまでにまでにまで戻戻戻戻すためすためすためすため，，，，今年今年今年今年のののの４４４４月月月月からからからから６６６６月月月月までのまでのまでのまでの「「「「仙台仙台仙台仙台・・・・宮城宮城宮城宮城デスティネーションキャデスティネーションキャデスティネーションキャデスティネーションキャ

ンペーンンペーンンペーンンペーン」」」」のののの開催開催開催開催などによりなどによりなどによりなどによりましてましてましてまして，，，，誘客活動誘客活動誘客活動誘客活動をををを積極的積極的積極的積極的にににに展開展開展開展開しているところでありますしているところでありますしているところでありますしているところであります。。。。    

次次次次にににに 15151515 ページページページページをををを御覧御覧御覧御覧くださいくださいくださいください。。。。平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月現在月現在月現在月現在のののの雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢ででででございまございまございまございますがすがすがすが，，，，こちこちこちこち

らにらにらにらに記載記載記載記載しておりますとおりしておりますとおりしておりますとおりしておりますとおり，「，「，「，「①①①①有効求職者数有効求職者数有効求職者数有効求職者数」」」」がががが約約約約４４４４万万万万２２２２千人千人千人千人，「，「，「，「②②②②雇用調整対象者雇用調整対象者雇用調整対象者雇用調整対象者」，」，」，」，

いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる休業者休業者休業者休業者になりますがになりますがになりますがになりますが約約約約１１１１万万万万３３３３千人千人千人千人となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。このうちこのうちこのうちこのうち，「，「，「，「①①①①有効求職者有効求職者有効求職者有効求職者

数数数数」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，震災後震災後震災後震災後のピークのピークのピークのピーク時時時時にはにはにはには，，，，約約約約７７７７万万万万７７７７千人千人千人千人までまでまでまで増加増加増加増加しておりましたしておりましたしておりましたしておりましたがががが，，，，

被災事業被災事業被災事業被災事業者者者者のののの事業再開事業再開事業再開事業再開やややや緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業によるによるによるによる成果成果成果成果などによりなどによりなどによりなどにより大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少しておりましておりましておりましておりま

すすすす。。。。以上以上以上以上のののの数値数値数値数値はははは，，，，震災震災震災震災によりによりによりにより失業失業失業失業やややや休業休業休業休業されたされたされたされた方方方方々々々々だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく，，，，円高円高円高円高やややや海外経済海外経済海外経済海外経済のののの減速減速減速減速

によによによによりますりますりますります企業経営企業経営企業経営企業経営のののの悪化悪化悪化悪化などなどなどなど震災以外震災以外震災以外震災以外のののの理由理由理由理由によるによるによるによる失業失業失業失業やややや休業休業休業休業されたされたされたされた方方方方々々々々もももも含含含含まれままれままれままれま

すすすす。。。。県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては，，，，全全全全てのてのてのての求職者求職者求職者求職者をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして，，，，これまでもこれまでもこれまでもこれまでも様様様様々々々々なななな雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策をををを推進推進推進推進してしてしてして

きたところでありきたところでありきたところでありきたところであり，，，，今後今後今後今後もももも県民生活県民生活県民生活県民生活のののの安定安定安定安定のためのためのためのため，，，，雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保にににに全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組んでまいりんでまいりんでまいりんでまいり

ますますますます。。。。なおなおなおなお，，，，参考参考参考参考とととといたいたいたいたしましてしましてしましてしまして震災震災震災震災によるによるによるによる失業者等失業者等失業者等失業者等のののの状況状況状況状況もももも記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。震災震災震災震災にににに

よるよるよるよる失業者数失業者数失業者数失業者数はピークはピークはピークはピーク時時時時でででで約約約約４４４４万万万万７７７７千人千人千人千人，，，，同同同同じくじくじくじく休業者休業者休業者休業者はははは約約約約６６６６万万万万５５５５千人千人千人千人でででで，，，，合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約 11111111

万万万万２２２２千人千人千人千人がががが震災震災震災震災によりによりによりにより失業失業失業失業やややや休業状態休業状態休業状態休業状態にありましたがにありましたがにありましたがにありましたが，，，，昨年昨年昨年昨年８８８８月時点月時点月時点月時点でででで失業者失業者失業者失業者がががが約約約約１１１１万万万万２２２２

千人千人千人千人，，，，休業者休業者休業者休業者がががが約約約約１１１１万万万万２２２２千人千人千人千人でででで，，，，合合合合わせてわせてわせてわせて２２２２万万万万４４４４千人千人千人千人にまでにまでにまでにまで減少減少減少減少しておりますしておりますしておりますしております。。。。次次次次にににに，，，，左左左左

下下下下のののの「「「「県内県内県内県内のののの公共職業安定所別有効求人倍率公共職業安定所別有効求人倍率公共職業安定所別有効求人倍率公共職業安定所別有効求人倍率」」」」をををを御覧御覧御覧御覧くくくくださいださいださいださい。。。。震災直後震災直後震災直後震災直後のののの平成平成平成平成 23232323 年年年年 4444

月月月月，，，，県全体県全体県全体県全体のののの有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率はははは００００．．．．４６４６４６４６倍倍倍倍となりとなりとなりとなり，，，，特特特特にににに沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部のののの石巻石巻石巻石巻がががが００００．．．．２８２８２８２８倍倍倍倍，，，，塩釜塩釜塩釜塩釜がががが

００００．．．．２７２７２７２７倍倍倍倍，，，，気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼もももも００００．．．．１９１９１９１９倍倍倍倍にまでにまでにまでにまで落落落落ちちちち込込込込みましたみましたみましたみました。。。。このこのこのこの有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率はそのはそのはそのはその後後後後，，，，徐徐徐徐

々々々々にににに上昇上昇上昇上昇いたいたいたいたししししましてましてましてまして，，，，昨年昨年昨年昨年 12121212 月月月月にはにはにはには県全体県全体県全体県全体でででで１１１１．．．．１５１５１５１５倍倍倍倍，，，，更更更更にににに石巻石巻石巻石巻はははは１１１１．．．．７３７３７３７３倍倍倍倍，，，，気気気気

仙沼仙沼仙沼仙沼がががが１１１１．．．．５３５３５３５３倍倍倍倍までにまでにまでにまでに，，，，大大大大きくきくきくきく上昇上昇上昇上昇しておりますしておりますしておりますしております。。。。しかししかししかししかし，，，，数字数字数字数字だけだけだけだけ見見見見ますとますとますとますと好調好調好調好調のよのよのよのよ

うにうにうにうに見見見見えますがえますがえますがえますが，，，，現実現実現実現実のののの雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢はははは，「，「，「，「建設建設建設建設・・・・土木土木土木土木」」」」などのなどのなどのなどの求人求人求人求人がががが多多多多くくくく，，，，労働者労働者労働者労働者がががが集集集集まらまらまらまら

ないないないない一方一方一方一方でででで，「，「，「，「製造業製造業製造業製造業」」」」やややや「「「「事務職事務職事務職事務職」」」」などのなどのなどのなどの職種職種職種職種をををを希望希望希望希望するするするする方方方方がががが多多多多くくくく，，，，全体全体全体全体としてはとしてはとしてはとしては求人求人求人求人

数数数数がががが横横横横ばいばいばいばい又又又又はははは減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるのににあるのににあるのににあるのに対対対対ししししましてましてましてまして，，，，求職者求職者求職者求職者がががが大幅大幅大幅大幅にににに減少減少減少減少していることからしていることからしていることからしていることから有有有有

効求人倍率効求人倍率効求人倍率効求人倍率がががが１１１１倍倍倍倍をををを超超超超えておりえておりえておりえており，，，，いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「雇用雇用雇用雇用のミスマッチのミスマッチのミスマッチのミスマッチ」」」」がががが深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況となっておとなっておとなっておとなってお

りますりますりますります。。。。このためこのためこのためこのため，，，，県県県県といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては，，，，真真真真んんんん中上中上中上中上にににに枠囲枠囲枠囲枠囲みみみみ「「「「雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業のののの取組取組取組取組」」」」としとしとしとし

てててて記載記載記載記載してしてしてしてございますがございますがございますがございますが，，，，約約約約２２２２万人万人万人万人のののの安定的安定的安定的安定的なななな雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出をををを目指目指目指目指ししししましましましましてててて，，，，施設復旧施設復旧施設復旧施設復旧などのなどのなどのなどの

産業政策産業政策産業政策産業政策とととと一体一体一体一体となってとなってとなってとなって期間期間期間期間のののの定定定定めのないめのないめのないめのない雇用等雇用等雇用等雇用等をををを行行行行ったったったった民間事業主等民間事業主等民間事業主等民間事業主等をををを支援支援支援支援しておりしておりしておりしており，，，，

平成平成平成平成 25252525 年年年年 1111 月月月月 10101010 日現在日現在日現在日現在でのでのでのでの実績実績実績実績としてはとしてはとしてはとしては，，，，延延延延べべべべ 1,6551,6551,6551,655 社社社社，，，，6,2856,2856,2856,285 人人人人がががが見込見込見込見込まれておりままれておりままれておりままれておりま

すすすす。。。。次次次次にににに，，，，右側右側右側右側のののの枠囲枠囲枠囲枠囲みみみみ「「「「宮城県宮城県宮城県宮城県    合同就職説明会合同就職説明会合同就職説明会合同就職説明会のののの開催開催開催開催」」」」でございますがでございますがでございますがでございますが，，，，震災震災震災震災でででで離職離職離職離職

・・・・廃業廃業廃業廃業されたされたされたされた方方方方やややや新規学卒者等新規学卒者等新規学卒者等新規学卒者等をををを対象対象対象対象にににに，，，，昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月とととと 10101010 月月月月にににに仙台仙台仙台仙台・・・・石巻石巻石巻石巻・・・・気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼のののの３３３３会会会会

場場場場でででで合同就職面接会合同就職面接会合同就職面接会合同就職面接会をををを開催開催開催開催しておりしておりしておりしており，，，，今月今月今月今月もももも就職説明会就職説明会就職説明会就職説明会をををを３３３３会場会場会場会場でででで開催開催開催開催することにしておすることにしておすることにしておすることにしてお

りますりますりますります。。。。県県県県といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては，，，，今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき被災企被災企被災企被災企業業業業のののの早期再開早期再開早期再開早期再開をををを強力強力強力強力にににに推進推進推進推進するととするととするととするとと
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もにもにもにもに，，，，これらのこれらのこれらのこれらの産業政策産業政策産業政策産業政策とととと一体一体一体一体となってとなってとなってとなって，，，，雇用面雇用面雇用面雇用面からもからもからもからも被災企業被災企業被災企業被災企業をををを支援支援支援支援することによりすることによりすることによりすることにより，，，，

被災地被災地被災地被災地のののの雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢をををを改善改善改善改善してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

経済経済経済経済・・・・商工商工商工商工・・・・観光観光観光観光・・・・雇用分野雇用分野雇用分野雇用分野についてのについてのについてのについての説明説明説明説明はははは以上以上以上以上ででででございますございますございますございます。。。。なおなおなおなお，，，，資料資料資料資料といたしといたしといたしといたし

ましてましてましてまして資料資料資料資料２２２２－－－－２２２２をををを配布配布配布配布させていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますので，，，，後後後後ほどほどほどほど御覧御覧御覧御覧になっていただきたになっていただきたになっていただきたになっていただきた

いといといといと考考考考えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが，，，，ただいまただいまただいまただいま御説明御説明御説明御説明したようなことをしたようなことをしたようなことをしたようなことを「「「「震災前震災前震災前震災前のののの状況状況状況状況」」」」，，，，「「「「被災状況被災状況被災状況被災状況

」」」」，，，，そのそのそのその後後後後のののの対応等対応等対応等対応等をををを時系列時系列時系列時系列にににに掲載掲載掲載掲載しておりますしておりますしておりますしております。。。。こちらもこちらもこちらもこちらも御参考御参考御参考御参考いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。引引引引きききき続続続続ききききましてましてましてまして農林水産農林水産農林水産農林水産分野分野分野分野についてについてについてについて説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 

 

○○○○吉田室長吉田室長吉田室長吉田室長 

    続続続続ききききましてましてましてまして農林水産業関係農林水産業関係農林水産業関係農林水産業関係のののの『『『『復復復復興興興興のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて』』』』御御御御説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    資料資料資料資料のののの１６１６１６１６ページページページページのののの復興復興復興復興にににに向向向向けたけたけたけた主主主主なななな取組状況取組状況取組状況取組状況のうちのうちのうちのうち「「「「農業農業農業農業・・・・林業林業林業林業・・・・水産業関連水産業関連水産業関連水産業関連」」」」をををを御御御御覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

ここではここではここではここでは農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復興状況復興状況復興状況復興状況をををを中心中心中心中心にににに御説明申御説明申御説明申御説明申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。はじめにはじめにはじめにはじめに農業分野農業分野農業分野農業分野でででで

ございますございますございますございます。。。。復旧復旧復旧復旧がががが必要必要必要必要なななな「「「「農地農地農地農地」」」」約約約約１３１３１３１３，，，，００００００００００００ヘクタールのうちヘクタールのうちヘクタールのうちヘクタールのうち，，，，１１１１月末現在月末現在月末現在月末現在でででで約約約約９９９９，，，，８００８００８００８００ヘヘヘヘ

クタールについてクタールについてクタールについてクタールについて除塩対策等除塩対策等除塩対策等除塩対策等にににに着手着手着手着手ししししましてましてましてまして，，，，着手率着手率着手率着手率はははは約約約約７５７５７５７５％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。「「「「農業用施設農業用施設農業用施設農業用施設」」」」

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，復旧対復旧対復旧対復旧対象象象象となるとなるとなるとなる４７４７４７４７施設施設施設施設のうちのうちのうちのうち，，，，１１１１月末現在月末現在月末現在月末現在でででで２７２７２７２７施設施設施設施設にににに着手着手着手着手しししし，，，，着手着手着手着手

率率率率はははは約約約約５７５７５７５７％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。「「「「水稲水稲水稲水稲のののの作付面積作付面積作付面積作付面積」」」」ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては，，，，津波被害津波被害津波被害津波被害のあのあのあのありまりまりまりま

したしたしたした沿岸沿岸沿岸沿岸１５１５１５１５市町市町市町市町についてについてについてについて，，，，被災前被災前被災前被災前であるであるであるである平成平成平成平成２２２２２２２２年産米年産米年産米年産米のののの作付面積作付面積作付面積作付面積１９１９１９１９，，，，４４９４４９４４９４４９ヘクタヘクタヘクタヘクタ

ールにールにールにールに対対対対ししししましてましてましてまして，，，，平成平成平成平成２４２４２４２４年産米年産米年産米年産米はははは１５１５１５１５，，，，８７６８７６８７６８７６ヘクタールとヘクタールとヘクタールとヘクタールと，，，，約約約約８２８２８２８２％％％％のののの作付作付作付作付けとなけとなけとなけとな

っておりますっておりますっておりますっております。。。。「「「「園芸施設園芸施設園芸施設園芸施設」」」」につにつにつにつきましてはきましてはきましてはきましては，，，，損壊施設面積約損壊施設面積約損壊施設面積約損壊施設面積約３００３００３００３００ヘクタールにヘクタールにヘクタールにヘクタールに対対対対ししししまままま

してしてしてして，，，，１１１１月末現月末現月末現月末現在在在在でででで８２８２８２８２ヘクタールがヘクタールがヘクタールがヘクタールが復旧復旧復旧復旧しししし，，，，復旧率復旧率復旧率復旧率はははは約約約約２７２７２７２７％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。またまたまたまた，，，，

「「「「畜舎畜舎畜舎畜舎・・・・畜産関連施設畜産関連施設畜産関連施設畜産関連施設」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，被災被災被災被災したしたしたした１０８１０８１０８１０８施設施設施設施設ののののうちうちうちうち，，，，１１１１月末現在月末現在月末現在月末現在でででで５６５６５６５６

施設施設施設施設がががが復旧復旧復旧復旧しししし，，，，復旧率復旧率復旧率復旧率はははは約約約約５２５２５２５２％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

    次次次次にににに，，，，１７１７１７１７ページをページをページをページを御御御御覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。林業分野林業分野林業分野林業分野についてについてについてについてでございますでございますでございますでございます。。。。「「「「治山施設治山施設治山施設治山施設」」」」につきまにつきまにつきまにつきま

してはしてはしてはしては，，，，被災被災被災被災したしたしたした２３２３２３２３施設施設施設施設のうちのうちのうちのうち，，，，１１１１月末現在月末現在月末現在月末現在でででで，，，，６６６６施設施設施設施設にににに着手着手着手着手しておりしておりしておりしており，，，，着手率着手率着手率着手率はははは約約約約２２２２

６６６６％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。「「「「林道施設林道施設林道施設林道施設」」」」ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては，，，，被災被災被災被災したしたしたした６２６２６２６２箇所箇所箇所箇所のうちのうちのうちのうち，，，，１１１１月末月末月末月末

現在現在現在現在でででで６０６０６０６０箇所箇所箇所箇所にににに着手着手着手着手しししし，，，，着手率着手率着手率着手率はははは約約約約９７９７９７９７％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。「「「「木材加工工場木材加工工場木材加工工場木材加工工場のののの製品出製品出製品出製品出

荷額荷額荷額荷額」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの出荷見込出荷見込出荷見込出荷見込みみみみ額額額額がががが，，，，１１１１月末月末月末月末現在現在現在現在でででで約約約約２５０２５０２５０２５０億円億円億円億円とととと，，，，

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの出荷額出荷額出荷額出荷額とととと比較比較比較比較ししししままままししししてててて約約約約９０９０９０９０％％％％にににに復旧復旧復旧復旧しておりますしておりますしておりますしております。。。。次次次次にににに，，，，水産業分野水産業分野水産業分野水産業分野でででで

ございますございますございますございます。。。。「「「「漁港漁港漁港漁港」」」」のののの復旧状況復旧状況復旧状況復旧状況につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，被災被災被災被災したしたしたした１４０１４０１４０１４０港港港港のうちのうちのうちのうち，，，，１１１１月末現在月末現在月末現在月末現在

でででで県管理県管理県管理県管理２６２６２６２６港港港港，，，，市町管理市町管理市町管理市町管理６６６６６６６６港港港港，，，，合計合計合計合計９２９２９２９２港港港港にににに着手着手着手着手しししし，，，，着手率着手率着手率着手率はははは約約約約６６６６６６６６％％％％となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ますますますます。。。。「「「「漁船漁船漁船漁船」」」」ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては，，，，震災前震災前震災前震災前のののの稼働漁船隻数稼働漁船隻数稼働漁船隻数稼働漁船隻数，，，，約約約約９９９９，，，，００００００００００００隻隻隻隻にににに対対対対ししししましてましてましてまして，，，，

１１１１月末現月末現月末現月末現在在在在でででで，，，，約約約約６６６６，，，，２００２００２００２００隻隻隻隻がががが稼働可能稼働可能稼働可能稼働可能となりとなりとなりとなり，，，，復旧率復旧率復旧率復旧率はははは約約約約６９６９６９６９％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

「「「「主要魚市場主要魚市場主要魚市場主要魚市場のののの水揚状況水揚状況水揚状況水揚状況」」」」ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては，，，，平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１月月月月からからからから１２１２１２１２月末月末月末月末までのまでのまでのまでの水揚水揚水揚水揚金額金額金額金額

はははは約約約約４３７４３７４３７４３７億円億円億円億円でででで，，，，震災前震災前震災前震災前のののの平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年のののの金額金額金額金額とととと比較比較比較比較するとするとするとすると，，，，約約約約７７７７３３３３％％％％となってとなってとなってとなっておりますおりますおりますおります。。。。    

またまたまたまた，，，，数量数量数量数量ではではではでは約約約約１９１９１９１９万万万万トンでトンでトンでトンで同時期同時期同時期同時期とととと比較比較比較比較しますとしますとしますとしますと約約約約５９５９５９５９％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。なおなおなおなお，，，，

欄外欄外欄外欄外ににににあああありますとおりりますとおりりますとおりりますとおり，，，，平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年のののの水揚水揚水揚水揚げげげげ状況状況状況状況はははは記載記載記載記載のとおりでございますのとおりでございますのとおりでございますのとおりでございます。。。。    

    次次次次にににに２０２０２０２０ページページページページのののの「「「「教育教育教育教育・・・・防災防災防災防災・・・・安全安全安全安全・・・・安心関連安心関連安心関連安心関連」」」」をををを御御御御覧覧覧覧くださいくださいくださいください。【。【。【。【東京電力福島第一原子東京電力福島第一原子東京電力福島第一原子東京電力福島第一原子力発力発力発力発

電所事故電所事故電所事故電所事故へのへのへのへの対応対応対応対応】】】】のうちのうちのうちのうち，，，，右側右側右側右側のののの「「「「安全安全安全安全なななな農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの生産生産生産生産・・・・販売支援販売支援販売支援販売支援」」」」のののの部分部分部分部分についてについてについてについて御説明申御説明申御説明申御説明申

しししし上上上上げますげますげますげます。。。。はじはじはじはじめにめにめにめに，，，，「「「「農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの検査検査検査検査」」」」についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが，，，，穀類穀類穀類穀類やややや畜産物畜産物畜産物畜産物をををを除除除除

いたいたいたいた農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物につきましてにつきましてにつきましてにつきまして，，，，新基準値新基準値新基準値新基準値がががが施行施行施行施行されたされたされたされた昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから本年本年本年本年１１１１月月月月末末末末までのまでのまでのまでの
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間間間間にににに，，，，精密検査精密検査精密検査精密検査３３３３，，，，１０１０１０１０４４４４点点点点，，，，簡易検査簡易検査簡易検査簡易検査２２２２，，，，９２４９２４９２４９２４点点点点，，，，合計合計合計合計６６６６，，，，０２８０２８０２８０２８点点点点についてについてについてについて検査検査検査検査をををを

実施実施実施実施ししししたたたたところでございますところでございますところでございますところでございます。。。。二二二二つつつつ目目目目のののの穀類穀類穀類穀類につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，収穫期収穫期収穫期収穫期にににに検査検査検査検査をををを行行行行いますがいますがいますがいますが，，，，「「「「米米米米」」」」

はははは１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日までにまでにまでにまでに２２２２，，，，８３５８３５８３５８３５点点点点，，，，２２２２行下行下行下行下がっていただいてがっていただいてがっていただいてがっていただいて，，，，「「「「麦麦麦麦」」」」はははは９９９９月月月月２６２６２６２６日日日日までにまでにまでにまでに１６７１６７１６７１６７点点点点，，，，

「「「「大豆大豆大豆大豆」」」」はははは１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日までまでまでまでにににに１１１１，，，，００４００４００４００４点点点点，，，，更更更更にににに１１１１行下行下行下行下のののの「「「「秋秋秋秋そばそばそばそば」」」」はははは１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日までにまでにまでにまでに１７５１７５１７５１７５

点点点点のののの検査検査検査検査をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外にもにもにもにも，，，，自家消費米自家消費米自家消費米自家消費米をををを含含含含めめめめ基準値基準値基準値基準値をををを上回上回上回上回るなどしたるなどしたるなどしたるなどした場合場合場合場合にににに，，，，検検検検

査査査査をををを追加追加追加追加したしたしたした事例事例事例事例がございまがございまがございまがございますすすす。。。。次次次次にににに畜産物畜産物畜産物畜産物のののの「「「「肉牛肉牛肉牛肉牛」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日までにまでにまでにまでに，，，，

延延延延べべべべ２７２７２７２７，，，，１１９１１９１１９１１９点点点点のののの全頭全頭全頭全頭検査検査検査検査をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。なおなおなおなお，，，，各検査各検査各検査各検査結果結果結果結果やややや出荷制限出荷制限出荷制限出荷制限のののの情報情報情報情報

はははは，，，，マスコミやマスコミやマスコミやマスコミや県県県県ホームページをホームページをホームページをホームページを通通通通じましてじましてじましてじまして，，，，速速速速やかやかやかやかにににに，，，，分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく公表公表公表公表しておりますしておりますしておりますしております。。。。

次次次次にににに，，，，「「「「安全安全安全安全なななな農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの流通対策流通対策流通対策流通対策」」」」ととととししししましてはましてはましてはましては，，，，農林産物農林産物農林産物農林産物はははは出荷前出荷前出荷前出荷前のサンプリングのサンプリングのサンプリングのサンプリング

検査検査検査検査をををを実施実施実施実施しししし，，，，水産水産水産水産物物物物はははは事前検査事前検査事前検査事前検査をををを強化強化強化強化しししし，，，，基準値超過基準値超過基準値超過基準値超過がががが確認確認確認確認されたされたされたされた場合場合場合場合はははは，，，，速速速速やかにやかにやかにやかに生生生生

産者産者産者産者にににに対対対対しししし出荷出荷出荷出荷自粛自粛自粛自粛をををを要請要請要請要請するなどするなどするなどするなど，，，，基準値基準値基準値基準値をををを超過超過超過超過したしたしたした農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物がががが市場市場市場市場にににに出回出回出回出回らならならならないよいよいよいよ

うにうにうにうに努努努努めてめてめてめてございございございございますますますます。。。。出荷制限出荷制限出荷制限出荷制限のののの状況状況状況状況につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，１１１１月月月月３３３３１１１１日現在日現在日現在日現在でででで，，，，農産物農産物農産物農産物２２２２品品品品

目目目目，，，，林産物林産物林産物林産物６６６６品目品目品目品目，，，，水産物水産物水産物水産物７７７７品目品目品目品目がががが出荷制限出荷制限出荷制限出荷制限のののの対象対象対象対象となっているところでございますとなっているところでございますとなっているところでございますとなっているところでございます。。。。まままま

たたたた，ＪＡ，ＪＡ，ＪＡ，ＪＡグループグループグループグループ，，，，漁業協同組合漁業協同組合漁業協同組合漁業協同組合やややや生産者生産者生産者生産者などへのなどへのなどへのなどへの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償請求支援請求支援請求支援請求支援をををを行行行行っているほかっているほかっているほかっているほか，，，，県内及県内及県内及県内及びびびび首首首首

都圏等都圏等都圏等都圏等でのでのでのでの広報宣伝活動等広報宣伝活動等広報宣伝活動等広報宣伝活動等にににによりよりよりより，，，，県内農林水産物県内農林水産物県内農林水産物県内農林水産物のののの安全性安全性安全性安全性ををををＰＲＰＲＰＲＰＲしているところでありますしているところでありますしているところでありますしているところであります。。。。そのそのそのその

他他他他，「，「，「，「放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの吸収抑制対策吸収抑制対策吸収抑制対策吸収抑制対策」」」」としてとしてとしてとして草地除染草地除染草地除染草地除染へのへのへのへの支援支援支援支援，，，，またまたまたまた汚染稲汚染稲汚染稲汚染稲わらのわらのわらのわらの一時保管一時保管一時保管一時保管等等等等をををを実施実施実施実施しししし

ておりますておりますておりますております。。。。今後今後今後今後ともともともとも検査体制検査体制検査体制検査体制のののの強化強化強化強化にににに努努努努めめめめ，，，，本県農林水産物本県農林水産物本県農林水産物本県農林水産物のののの安安安安全性全性全性全性をををを積極的積極的積極的積極的にににに発信発信発信発信しししし，，，，

信頼信頼信頼信頼性性性性のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。私私私私からはからはからはからは以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。 

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

    ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明にににに関関関関しましてしましてしましてしまして，，，，御質問御質問御質問御質問，，，，御意見等御意見等御意見等御意見等ございまございまございまございましたらおしたらおしたらおしたらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

○○○○佐佐佐佐々々々々木委員木委員木委員木委員    

    農林水産業関係農林水産業関係農林水産業関係農林水産業関係のののの復興復興復興復興のののの状況状況状況状況のののの中中中中でででで，，，，園芸園芸園芸園芸でででで２７２７２７２７%%%%，，，，治山施設治山施設治山施設治山施設がががが２６２６２６２６%%%%とととと進進進進んでいないんでいないんでいないんでいないよよよよ

うなうなうなうな数値数値数値数値となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっておりますがががが，，，，何何何何かかかか理由理由理由理由ががががございましたらございましたらございましたらございましたら説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○吉田室長吉田室長吉田室長吉田室長    

    園芸園芸園芸園芸，，，，畜産関連施設畜産関連施設畜産関連施設畜産関連施設につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，損壊施設面積損壊施設面積損壊施設面積損壊施設面積やややや被災施設数被災施設数被災施設数被災施設数をををを基準基準基準基準としてとしてとしてとして採用採用採用採用してしてしてして

おりますがおりますがおりますがおりますが，，，，実態実態実態実態をををを見見見見たたたた場合場合場合場合にににに，，，，必必必必ずしもずしもずしもずしも被災被災被災被災以以以以前前前前のののの姿姿姿姿のののの１００１００１００１００%%%%までまでまでまでもともともともともともともともと復旧復旧復旧復旧できるできるできるできる

状況状況状況状況にあるかというとなかなかそこまではにあるかというとなかなかそこまではにあるかというとなかなかそこまではにあるかというとなかなかそこまでは難難難難しいというしいというしいというしいという状況状況状況状況もございましてもございましてもございましてもございまして，，，，復旧復旧復旧復旧にににに向向向向けけけけ

たたたた取組取組取組取組をををを積積積積極的極的極的極的にににに進進進進められているめられているめられているめられている方方方方々々々々というというというという母数自体母数自体母数自体母数自体がもともとがもともとがもともとがもともと震災以前震災以前震災以前震災以前とととと比比比比べるとべるとべるとべると限限限限らららら

れているところもございまれているところもございまれているところもございまれているところもございますすすす。。。。そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味ではではではでは指標指標指標指標のののの取取取取りりりり方方方方としてこれがとしてこれがとしてこれがとしてこれが今後今後今後今後ともともともとも正正正正

確確確確かどうかというかどうかというかどうかというかどうかという議論議論議論議論はあるとははあるとははあるとははあるとは思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども，，，，他他他他のののの部分部分部分部分とととと比比比比べるとべるとべるとべると低低低低めのめのめのめの数字数字数字数字がががが出出出出

てきているということがてきているということがてきているということがてきているということが言言言言えるとえるとえるとえると思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから，，，，治山施設治山施設治山施設治山施設につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，海岸海岸海岸海岸にににに

ついてついてついてついて様様様様々々々々なななな省庁省庁省庁省庁のののの所管所管所管所管でででで動動動動いいいいておりますのでておりますのでておりますのでておりますので，，，，いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省がががが所管所管所管所管しているしているしているしている部分部分部分部分

のうちののうちののうちののうちの林野庁林野庁林野庁林野庁のののの部分部分部分部分のののの海岸海岸海岸海岸につきましてにつきましてにつきましてにつきましてはははは調整調整調整調整にににに時間時間時間時間がかかっておりがかかっておりがかかっておりがかかっており数値的数値的数値的数値的にはあまりにはあまりにはあまりにはあまり

高高高高くくくくないないないない状況状況状況状況となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    補足補足補足補足いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが，，，，治山施設治山施設治山施設治山施設でででで一番大一番大一番大一番大きいのはきいのはきいのはきいのは海岸施設海岸施設海岸施設海岸施設でありましてでありましてでありましてでありまして，，，，特特特特にににに気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼のののの大大大大

谷海岸谷海岸谷海岸谷海岸，，，，大島大島大島大島のののの小田小田小田小田のののの浜浜浜浜，，，，おおおお伊勢浜伊勢浜伊勢浜伊勢浜などがなどがなどがなどが主主主主になりますがになりますがになりますがになりますが，，，，残念残念残念残念ながらながらながらながらまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画やややや
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防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤のののの高高高高さのさのさのさの調整調整調整調整などがなどがなどがなどが完全完全完全完全にににに終終終終わっていないわっていないわっていないわっていない状況状況状況状況でででで遅遅遅遅れておりますれておりますれておりますれております。。。。またまたまたまた，，，，沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部のののの

土質土質土質土質がががが砂岩系砂岩系砂岩系砂岩系ということもありということもありということもありということもあり，，，，危険区域危険区域危険区域危険区域をかけてをかけてをかけてをかけてやっとやっとやっとやっと工事工事工事工事にににに入入入入ってきているとってきているとってきているとってきているといういういういう状状状状

況況況況ですですですです。。。。今今今今はははは遅遅遅遅れれれれておりますがておりますがておりますがておりますが，，，，平成平成平成平成27272727年度年度年度年度までにはまでにはまでにはまでには終終終終らせるとらせるとらせるとらせるということでいうことでいうことでいうことで進進進進めておりまめておりまめておりまめておりま

すすすす。。。。    

    

○○○○佐佐佐佐々々々々木委員木委員木委員木委員    

    園芸園芸園芸園芸についてですがについてですがについてですがについてですが，，，，私私私私はははは津山町津山町津山町津山町ででででＪＡＪＡＪＡＪＡ南三陸南三陸南三陸南三陸にににに入入入入っておりっておりっておりっており，，，，よくよくよくよく聞聞聞聞こえてくるのはこえてくるのはこえてくるのはこえてくるのは，，，，

復興資復興資復興資復興資金金金金ははははいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいきたがきたがきたがきたが，，，，それをそれをそれをそれを利用利用利用利用するためにするためにするためにするために組織化組織化組織化組織化がががが必要必要必要必要でででで，，，，まとまりきれまとまりきれまとまりきれまとまりきれててててないないないない

というというというという実情実情実情実情がありがありがありがありますますますます。。。。自分自分自分自分のののの家家家家のののの建建建建てててて直直直直しとまちのしとまちのしとまちのしとまちの復興復興復興復興のののの中中中中においてにおいてにおいてにおいて農業園芸農業園芸農業園芸農業園芸もももも一緒一緒一緒一緒にににに

やっていかなくてはならないということでやっていかなくてはならないということでやっていかなくてはならないということでやっていかなくてはならないということで混乱混乱混乱混乱していしていしていしているるるるのでのでのでので遅遅遅遅れているかもれているかもれているかもれているかもしれしれしれしれませんませんませんませんがががが

，，，，利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい体制体制体制体制をををを考考考考えてえてえてえていただきたいいただきたいいただきたいいただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    いろいろないろいろないろいろないろいろな補助補助補助補助メニューはございますがメニューはございますがメニューはございますがメニューはございますが，，，，国国国国のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方にににに個人個人個人個人のののの資産形成資産形成資産形成資産形成につなにつなにつなにつな

がるものにはがるものにはがるものにはがるものには補助補助補助補助しないというしないというしないというしないという大原則大原則大原則大原則がありますのでがありますのでがありますのでがありますので，，，，グループグループグループグループ補助金補助金補助金補助金においてもグルーにおいてもグルーにおいてもグルーにおいてもグルー

ププププ化化化化してしてしてして補助補助補助補助したりしたりしたりしたり，，，，農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業においてにおいてにおいてにおいてもももも３３３３戸以上戸以上戸以上戸以上のグループにのグループにのグループにのグループに対対対対してしてしてして補助補助補助補助することにすることにすることにすることに

なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの農業者農業者農業者農業者のののの方方方方がおがおがおがお一人一人一人一人でとなるとでとなるとでとなるとでとなると資産形成資産形成資産形成資産形成のののの関係関係関係関係でででで補助補助補助補助はははは難難難難しししし

いということでございますいということでございますいということでございますいということでございます。。。。そこをそこをそこをそこを埋埋埋埋めるめるめるめるようなようなようなような形形形形でででで25252525年度年度年度年度事業事業事業事業としてとしてとしてとして考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

○○○○佐佐佐佐々々々々木委員木委員木委員木委員    

    おおおお願願願願いしたいのはいしたいのはいしたいのはいしたいのは3333戸以上戸以上戸以上戸以上のグループをのグループをのグループをのグループを作作作作るるるる際際際際にににに，，，，まとめるのはまとめるのはまとめるのはまとめるのはＪＡＪＡＪＡＪＡだけではだけではだけではだけでは無理無理無理無理なのでなのでなのでなので

そのそのそのその辺辺辺辺へのへのへのへの力入力入力入力入れもよろしくおれもよろしくおれもよろしくおれもよろしくお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    農業改良普及農業改良普及農業改良普及農業改良普及センターやセンターやセンターやセンターや農業振興部農業振興部農業振興部農業振興部のののの方方方方でででで対応対応対応対応させていたださせていたださせていたださせていただききききたいたいたいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

    先先先先ほどのほどのほどのほどの復旧率復旧率復旧率復旧率のデータのデータのデータのデータにはにはにはには，，，，個人的個人的個人的個人的なものもなものもなものもなものも含含含含まれているのでしょうかまれているのでしょうかまれているのでしょうかまれているのでしょうか？？？？    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○吉田室長吉田室長吉田室長吉田室長    

    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには個人個人個人個人のののの方方方方のものものものものものものものも含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。またまたまたまた，，，，東日本大震災生産対策交付金東日本大震災生産対策交付金東日本大震災生産対策交付金東日本大震災生産対策交付金でででで事事事事

業者業者業者業者のののの方方方方々々々々がががが一定程度一定程度一定程度一定程度のののの負担負担負担負担をををを持持持持ちながらもちながらもちながらもちながらも早早早早くくくく復旧復旧復旧復旧されたされたされたされた施設施設施設施設やややや復興交付金復興交付金復興交付金復興交付金でででで市町村市町村市町村市町村がががが

事業事業事業事業主体主体主体主体となったとなったとなったとなった園芸施設整備園芸施設整備園芸施設整備園芸施設整備のののの進捗進捗進捗進捗度度度度でででで反映反映反映反映されていたりされていたりされていたりされていたり反映反映反映反映されていなかったりされていなかったりされていなかったりされていなかったりといといといとい

うことうことうことうこともございますもございますもございますもございます。。。。先程先程先程先程のののの園芸施設園芸施設園芸施設園芸施設のののの復旧率復旧率復旧率復旧率のところではのところではのところではのところでは申申申申しししし忘忘忘忘れましたがれましたがれましたがれましたが，，，，今後今後今後今後，，，，山山山山

元元元元町町町町，，，，亘理亘理亘理亘理町町町町のののの大型大型大型大型いちごいちごいちごいちご生産施設生産施設生産施設生産施設などなどなどなど，，，，各種交付金各種交付金各種交付金各種交付金によるによるによるによる施設施設施設施設がががが整備整備整備整備されてくればされてくればされてくればされてくれば，，，，パパパパ

ーセントはーセントはーセントはーセントは上上上上がってくるとがってくるとがってくるとがってくると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな事業事業事業事業やややや事業主体事業主体事業主体事業主体ががががあったりあったりあったりあったり，，，，進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

もももも様様様様々々々々なのでなのでなのでなので，，，，現時点現時点現時点現時点でででで数値数値数値数値ととととしてしてしてして捉捉捉捉えるとこのようになっているとえるとこのようになっているとえるとこのようになっているとえるとこのようになっているということでいうことでいうことでいうことで御理解御理解御理解御理解いいいい

ただきたいただきたいただきたいただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    
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    道路道路道路道路・・・・橋梁橋梁橋梁橋梁などなどなどなど公的公的公的公的にににに進進進進めらめらめらめられれれれているところのているところのているところのているところの復旧率復旧率復旧率復旧率はははは高高高高くなっておりますくなっておりますくなっておりますくなっておりますがががが，，，，個人個人個人個人ベベベベ

ースでースでースでースで進進進進められるところはなかなかめられるところはなかなかめられるところはなかなかめられるところはなかなか進進進進まないまないまないまない状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。公的公的公的公的にににに様様様様々々々々なななな努力努力努力努力はされてはされてはされてはされて

いるいるいるいるかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，どういうふうにどういうふうにどういうふうにどういうふうに支援支援支援支援するするするするかのかのかのかのシステムがシステムがシステムがシステムが大事大事大事大事なななな課題課題課題課題となるとなるとなるとなるとととと思思思思いまいまいまいま

すのですのですのですのでよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

○○○○沼倉委員沼倉委員沼倉委員沼倉委員    

    20202020ページページページページのののの汚染物汚染物汚染物汚染物のののの処理処理処理処理にににについてついてついてついて，，，，汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた稲稲稲稲わらについてはわらについてはわらについてはわらについては各自治体各自治体各自治体各自治体でででで一括保管一括保管一括保管一括保管しししし

ているているているている状態状態状態状態でででで，，，，今後県今後県今後県今後県としてどのとしてどのとしてどのとしてどのようなようなようなような工程工程工程工程でででで対応対応対応対応していくのかしていくのかしていくのかしていくのか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたいとととと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    本日別本日別本日別本日別なところでなところでなところでなところで県県県県がががが各市町村各市町村各市町村各市町村をををを集集集集めてめてめてめて牧草牧草牧草牧草やシイタケのほだやシイタケのほだやシイタケのほだやシイタケのほだ木木木木のののの処理処理処理処理についてについてについてについて説明会説明会説明会説明会

をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。稲稲稲稲わらにつわらにつわらにつわらにつきましきましきましきましてはてはてはては，，，，ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが8,0008,0008,0008,000ベクレルをベクレルをベクレルをベクレルを超超超超えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして

，，，，法的法的法的法的にはにはにはには指定廃棄物指定廃棄物指定廃棄物指定廃棄物とととといういういういう位置位置位置位置づけになりましてづけになりましてづけになりましてづけになりまして，，，，国国国国のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて処分処分処分処分するするするする方向方向方向方向でででで調調調調

整整整整をををを行行行行ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。国国国国がががが指定廃棄物指定廃棄物指定廃棄物指定廃棄物のののの最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場をををを各県各県各県各県にににに一一一一つずつずつずつずつつつつ作作作作ってってってって，，，，焼却焼却焼却焼却してしてしてして埋埋埋埋

設設設設するするするすることになってことになってことになってことになっておりおりおりおり，，，，場所場所場所場所のののの選定選定選定選定をををを国国国国がががが検討検討検討検討をををを続続続続けているところですけているところですけているところですけているところです。。。。登米市登米市登米市登米市においにおいにおいにおい

ててててはははは，，，，市市市市がががが県県県県とととと一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって保管保管保管保管するビニールハウスをするビニールハウスをするビニールハウスをするビニールハウスを建建建建てててててててて，，，，汚染稲汚染稲汚染稲汚染稲わらをわらをわらをわらを隔離隔離隔離隔離保管保管保管保管しししし

ておりておりておりており，，，，国国国国がががが県内県内県内県内にににに作作作作るるるる最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場でででで処理処理処理処理することになっておりますすることになっておりますすることになっておりますすることになっております。。。。栗原市栗原市栗原市栗原市ではではではでは県県県県がががが建建建建

てたてたてたてたビニールハウスへビニールハウスへビニールハウスへビニールハウスへ3333月月月月までまでまでまでにににに搬入搬入搬入搬入しししし隔離保管隔離保管隔離保管隔離保管することになっておりますすることになっておりますすることになっておりますすることになっております。。。。ただしただしただしただし，，，，量量量量がががが

少少少少ないないないない市町村市町村市町村市町村ではではではでは農家農家農家農家のののの軒先軒先軒先軒先にビニールシートなどをかけてにビニールシートなどをかけてにビニールシートなどをかけてにビニールシートなどをかけて保管保管保管保管しているしているしているしている状況状況状況状況もありますもありますもありますもあります

。。。。8,0008,0008,0008,000ベクレルをベクレルをベクレルをベクレルを超超超超えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので，，，，1111かかかか所所所所にににに集集集集めてめてめてめて隔離隔離隔離隔離してしてしてして保管保管保管保管すべきすべきすべきすべきではありますではありますではありますではあります

がががが，，，，町町町町，，，，農家農家農家農家，，，，近隣近隣近隣近隣のののの方方方方とのとのとのとの調整調整調整調整がつかなくてそのままのがつかなくてそのままのがつかなくてそのままのがつかなくてそのままの状況状況状況状況になっているところもありになっているところもありになっているところもありになっているところもあり

ますますますます。。。。国国国国でででで早早早早くくくく最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場をををを決決決決めていただいめていただいめていただいめていただいてててて，，，，県県県県でもでもでもでも10101010月月月月にににに知事知事知事知事がががが市町村長市町村長市町村長市町村長会議会議会議会議においにおいにおいにおい

てててて，，，，県内県内県内県内にににに1111かかかか所作所作所作所作るるるる同意同意同意同意をいただいてをいただいてをいただいてをいただいておりますがおりますがおりますがおりますが，，，，どこにどこにどこにどこに作作作作るかなどについてはるかなどについてはるかなどについてはるかなどについては国国国国のののの検討検討検討検討

がががが続続続続いているいているいているいている状況状況状況状況ですですですです。。。。    

汚染牧草汚染牧草汚染牧草汚染牧草もかなりのもかなりのもかなりのもかなりの量量量量がありがありがありがあり，，，，ベクレルベクレルベクレルベクレル数数数数はははは平均平均平均平均でででで1,0001,0001,0001,000ベクレルベクレルベクレルベクレル程度程度程度程度，，，，ほだほだほだほだ木木木木もももも100100100100ベベベベ

クレルクレルクレルクレル程度程度程度程度でありますがでありますがでありますがでありますが，，，，放射能汚染放射能汚染放射能汚染放射能汚染ということでということでということでということで敬遠敬遠敬遠敬遠されておりされておりされておりされており，，，，1111かかかか所所所所にににに集集集集められないめられないめられないめられない

状況状況状況状況ですですですです。。。。加美町加美町加美町加美町，，，，大崎市大崎市大崎市大崎市ではではではでは1111かかかか所所所所にににに集集集集めるということでめるということでめるということでめるということで動動動動いておりますいておりますいておりますいております。。。。    

今日今日今日今日のののの説明会説明会説明会説明会でおでおでおでお話話話話しているのはしているのはしているのはしているのは，，，，一般一般一般一般ゴミとゴミとゴミとゴミと混混混混ぜてぜてぜてぜて焼焼焼焼いてくださいいてくださいいてくださいいてくださいとととと国国国国がががが説明説明説明説明しておしておしておしてお

りますりますりますります。。。。岩手県一関市岩手県一関市岩手県一関市岩手県一関市でででではははは一般一般一般一般ゴミゴミゴミゴミとととと1,0001,0001,0001,000ベクレルベクレルベクレルベクレル程度程度程度程度のののの牧草牧草牧草牧草をををを混混混混ぜてぜてぜてぜて焼焼焼焼いていていていて，，，，焼焼焼焼いたいたいたいた灰灰灰灰

がががが5,6005,6005,6005,600ベクレルベクレルベクレルベクレル以下以下以下以下になるようにになるようにになるようにになるように調整調整調整調整してしてしてして最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場でででで処理処理処理処理しているしているしているしている実績実績実績実績がありますがありますがありますがあります。。。。現現現現

在在在在のののの計画計画計画計画はははは２２２２年年年年のののの期間期間期間期間となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方としとしとしとしましましましましてはてはてはては指定廃棄物以外指定廃棄物以外指定廃棄物以外指定廃棄物以外でででで

牧草牧草牧草牧草やほだやほだやほだやほだ木木木木はははは一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物としてとしてとしてとしてのののの扱扱扱扱いにないにないにないになりまりまりまりましてしてしてして，，，，市町村市町村市町村市町村がががが処分処分処分処分するということするということするということするということででででごごごご

ざいますざいますざいますざいます。。。。    

    

○○○○伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員    

    登米市登米市登米市登米市もももも牧草牧草牧草牧草1,0001,0001,0001,000トンがトンがトンがトンが農家農家農家農家にににに自己保管自己保管自己保管自己保管されておりされておりされておりされており，，，，ラッピングはしているもののラッピングはしているもののラッピングはしているもののラッピングはしているものの近隣近隣近隣近隣

のののの状況状況状況状況もふまえるともふまえるともふまえるともふまえると崩崩崩崩れてきたりもするのでれてきたりもするのでれてきたりもするのでれてきたりもするので早急早急早急早急にににに対応対応対応対応していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。登登登登

米市米市米市米市ではではではでは早早早早めにめにめにめに稲稲稲稲わらのわらのわらのわらの一時保管場一時保管場一時保管場一時保管場をををを作作作作りましりましりましりましたたたた。。。。県県県県だけにおだけにおだけにおだけにお願願願願いするのはいするのはいするのはいするのは負担負担負担負担がががが重重重重いのいのいのいの

でででで復興庁復興庁復興庁復興庁にもきちんとにもきちんとにもきちんとにもきちんと対応対応対応対応いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，政権政権政権政権がががが代代代代わってわってわってわって動動動動きはあるのでしきはあるのでしきはあるのでしきはあるのでし
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ょうかょうかょうかょうか。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    昨年昨年昨年昨年からからからから牧草地牧草地牧草地牧草地のののの除染除染除染除染としてとしてとしてとして深深深深ささささ33330cm0cm0cm0cm程度程度程度程度のののの天地返天地返天地返天地返しをしをしをしを行行行行ったところにったところにったところにったところに種種種種をまいたをまいたをまいたをまいたものものものもの

がががが早早早早いところでいところでいところでいところで5555月月月月にはにはにはには収穫時期収穫時期収穫時期収穫時期となりとなりとなりとなり，，，，いまいまいまいま保管保管保管保管しているしているしているしている牧草牧草牧草牧草がががが生産活動生産活動生産活動生産活動のののの邪魔邪魔邪魔邪魔になってになってになってになって

しまいますしまいますしまいますしまいます。。。。ですのでですのでですのでですので，，，，まずはどこかにまずはどこかにまずはどこかにまずはどこかに一時保管一時保管一時保管一時保管をしてをしてをしてをして処分処分処分処分することがすることがすることがすることが一番良一番良一番良一番良いというこいというこいというこいというこ

とでとでとでとで，，，，各市町各市町各市町各市町へへへへ説明説明説明説明をしてをしてをしてをして進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたいとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

○○○○伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員    

    震災前震災前震災前震災前にににに食食食食農条例計画農条例計画農条例計画農条例計画やややや観光観光観光観光プランのプランのプランのプランの審議審議審議審議ををををししししましましましましたがたがたがたが，，，，震災後震災後震災後震災後にににに一委員一委員一委員一委員としてとしてとしてとして協力協力協力協力しししし

たかったがたかったがたかったがたかったが，，，，何何何何もできずもできずもできずもできず残念残念残念残念でででで申申申申しししし訳訳訳訳なななないといといといと思思思思っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。前回前回前回前回はははは出席出席出席出席できませんでできませんでできませんでできませんで

したがしたがしたがしたが，，，，審議会審議会審議会審議会をををを今後今後今後今後どういうどういうどういうどういう立場立場立場立場でででで行行行行っていっていっていっていくのかくのかくのかくのかをををを確認確認確認確認させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたいとととと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

    次次次次にににに，，，，先先先先ほどもありましたがほどもありましたがほどもありましたがほどもありましたが補助金補助金補助金補助金がかなりのがかなりのがかなりのがかなりの金額金額金額金額でおりてきているとでおりてきているとでおりてきているとでおりてきていると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております

がががが，，，，資金資金資金資金がおりてもインフラががおりてもインフラががおりてもインフラががおりてもインフラが整整整整いませんいませんいませんいません。。。。これはこれはこれはこれは，，，，国国国国やややや県県県県というよりというよりというよりというよりもももも市町市町市町市町のののの段階段階段階段階でででで加加加加

速速速速しないといけなくてしないといけなくてしないといけなくてしないといけなくて，，，，年数年数年数年数がががが２２２２年年年年３３３３年経年経年経年経つとつとつとつと企業家企業家企業家企業家のののの意欲意欲意欲意欲がなくなってしまうとがなくなってしまうとがなくなってしまうとがなくなってしまうと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。年数年数年数年数がががが経経経経つということはつということはつということはつということは大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題とととと思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが，，，，３３３３年間年間年間年間のののの復旧期復旧期復旧期復旧期，，，，４４４４年間年間年間年間のののの

再生期再生期再生期再生期のののの中中中中でででで再生再生再生再生というというというという意味合意味合意味合意味合いをいをいをいを確認確認確認確認したいしたいしたいしたい。。。。    

    あとあとあとあと，，，，各市町各市町各市町各市町でででで復興計画復興計画復興計画復興計画をををを策定策定策定策定しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが，，，，実際県実際県実際県実際県のののの復興計画復興計画復興計画復興計画とのとのとのとの連携連携連携連携がどれほどがどれほどがどれほどがどれほど

かかかか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○日野室長日野室長日野室長日野室長    

    まずまずまずまず審議会審議会審議会審議会のありのありのありのあり方方方方につきましてにつきましてにつきましてにつきましておおおお答答答答えしますえしますえしますえします。。。。今回今回今回今回はははは諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項ががががなくなくなくなく，，，，報告事項報告事項報告事項報告事項２２２２件件件件

ととととイレギュラーなイレギュラーなイレギュラーなイレギュラーな形形形形でででで開催開催開催開催させていたださせていたださせていたださせていただきましたきましたきましたきました。。。。資料資料資料資料１１１１のののの産業振興審議会条例産業振興審議会条例産業振興審議会条例産業振興審議会条例にありまにありまにありまにありま

すとおりすとおりすとおりすとおり，，，，知事知事知事知事のののの諮問諮問諮問諮問にににに応応応応じじじじましてましてましてまして，，，，産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項をををを審議審議審議審議するするするするためのためのためのための審議審議審議審議

会会会会ということはということはということはということは変変変変わりわりわりわりませんませんませんません。。。。今回今回今回今回はははは報告報告報告報告させていさせていさせていさせていただただただただくくくく２２２２件件件件についてについてについてについて，，，，いろいろないろいろないろいろないろいろな立場立場立場立場

からからからから様様様様々々々々なななな御意見御意見御意見御意見をいただをいただをいただをいただききききたたたたいといといといということでいうことでいうことでいうことで御御御御報告報告報告報告させていただくということでありまさせていただくということでありまさせていただくということでありまさせていただくということでありま

すすすす。。。。    

    次次次次にににに，，，，復興計画復興計画復興計画復興計画のののの市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが，，，，時系列時系列時系列時系列にににに申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと，，，，

当県当県当県当県のののの復興計画復興計画復興計画復興計画案案案案はははは国国国国のののの計画計画計画計画のののの前前前前にににに一番最初一番最初一番最初一番最初にににに出出出出しましてしましてしましてしまして，，，，そのそのそのその後後後後にににに市町村市町村市町村市町村がががが策定策定策定策定しまししまししまししまし

たたたた。。。。市町村市町村市町村市町村におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては，，，，県県県県，，，，国国国国のののの計画計画計画計画をををを見見見見ながらながらながらながら地域地域地域地域のののの実情等実情等実情等実情等をふまえをふまえをふまえをふまえ作作作作っていったっていったっていったっていった

とととということになりますのでいうことになりますのでいうことになりますのでいうことになりますので，，，，基本的基本的基本的基本的にはにはにはには相反相反相反相反するものではないとするものではないとするものではないとするものではないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    最後最後最後最後にににに再生再生再生再生のののの意味合意味合意味合意味合いいいいでございますがでございますがでございますがでございますが，，，，県県県県ではではではでは長期総合計画長期総合計画長期総合計画長期総合計画がががが２２２２本並列本並列本並列本並列しておりしておりしておりしており，，，，震災震災震災震災

復興計画復興計画復興計画復興計画とととと宮城宮城宮城宮城のののの将来将来将来将来ビジョンビジョンビジョンビジョンがありますがありますがありますがあります。。。。なぜなぜなぜなぜ２２２２つつつつかとかとかとかと言言言言いますといますといますといますと，，，，震災復興計画震災復興計画震災復興計画震災復興計画のののの目目目目

標標標標はははは宮城宮城宮城宮城のののの将来将来将来将来ビジョンでビジョンでビジョンでビジョンで掲掲掲掲げるげるげるげる将来将来将来将来のののの姿姿姿姿とととと同同同同じとじとじとじと位置位置位置位置づけておりますづけておりますづけておりますづけております。。。。ですのでですのでですのでですので，，，，富県富県富県富県

宮城宮城宮城宮城のののの概念概念概念概念はははは震災後震災後震災後震災後もももも続続続続けていくということでございますけていくということでございますけていくということでございますけていくということでございます。。。。イメージといたしましてはイメージといたしましてはイメージといたしましてはイメージといたしましては，，，，

まずまずまずまず震災直後震災直後震災直後震災直後はははは復興復興復興復興事業事業事業事業ががががほとんどほとんどほとんどほとんどとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが，，，，３３３３年年年年５５５５年年年年１０１０１０１０年年年年とととと経経経経っていくにっていくにっていくにっていくに

したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして，，，，富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの事業事業事業事業がががが増増増増えていくえていくえていくえていくということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。そのそのそのその流流流流れのれのれのれの中中中中でででで

，，，，復旧復旧復旧復旧・・・・再生再生再生再生・・・・発展発展発展発展にににに区切区切区切区切っっっっておりますがておりますがておりますがておりますが，，，，最後最後最後最後のののの発展発展発展発展につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては限限限限りなくりなくりなくりなく宮城宮城宮城宮城のののの将将将将

来来来来ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの姿姿姿姿にににに近近近近づいていくづいていくづいていくづいていく部分部分部分部分でありでありでありであり，，，，最初最初最初最初のののの復旧復旧復旧復旧についてはについてはについてはについては被災者被災者被災者被災者のののの方方方方々々々々のののの救済救済救済救済やややや
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壊壊壊壊れたものをれたものをれたものをれたものを早急早急早急早急にににに直直直直していくしていくしていくしていく，，，，再生再生再生再生はまさにはまさにはまさにはまさに中間中間中間中間にあたるにあたるにあたるにあたる部分部分部分部分でででで，，，，足元足元足元足元をををを見見見見ながらながらながらながら種種種種まままま

きときときときと言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが，，，，将来将来将来将来のののの姿姿姿姿にににに向向向向けてけてけてけていろいろいろいろいろいろいろいろなななな施策施策施策施策をををを行行行行っていくのがっていくのがっていくのがっていくのが再生再生再生再生というこというこというこというこ

とになりますとになりますとになりますとになります。。。。    

○○○○宮原次長宮原次長宮原次長宮原次長    

    インフラがインフラがインフラがインフラが整備整備整備整備されないとされないとされないとされないと事業者事業者事業者事業者のののの施設施設施設施設復旧復旧復旧復旧がががが進進進進まないというまないというまないというまないという実情実情実情実情はございますはございますはございますはございます。。。。県県県県のののの

復興計画復興計画復興計画復興計画とととと市町市町市町市町のののの復興計画復興計画復興計画復興計画のののの整合性整合性整合性整合性はとれておりますがはとれておりますがはとれておりますがはとれておりますが，，，，これをいかにこれをいかにこれをいかにこれをいかに早早早早くくくく実行実行実行実行していくしていくしていくしていく

かがミソでありますかがミソでありますかがミソでありますかがミソであります。。。。計画計画計画計画にににに対対対対してしてしてして一概一概一概一概にににに遅遅遅遅れているということではありませんがれているということではありませんがれているということではありませんがれているということではありませんが，，，，実感実感実感実感

としてとしてとしてとしてなかなかなかなかなかなかなかなか進進進進まないまないまないまないというというというという状況状況状況状況だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。要因要因要因要因はははは様様様様々々々々ありますがありますがありますがありますが，，，，市町市町市町市町，，，，建設関建設関建設関建設関

係係係係のマンパワーのマンパワーのマンパワーのマンパワー不足不足不足不足がががが一番大一番大一番大一番大きいきいきいきい要因要因要因要因とととと考考考考ええええられられられられますのでますのでますのでますので，，，，県県県県としてもとしてもとしてもとしても市町市町市町市町のののの人的体制人的体制人的体制人的体制のののの

バックアップバックアップバックアップバックアップ，，，，そのそのそのその他様他様他様他様々々々々なななな側面支援側面支援側面支援側面支援をををを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

○○○○伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員    

    登米市登米市登米市登米市にはにはにはには南三陸町南三陸町南三陸町南三陸町からからからから数千人単位数千人単位数千人単位数千人単位でででで仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅にいらっしゃにいらっしゃにいらっしゃにいらっしゃいますいますいますいます。。。。青年会議所青年会議所青年会議所青年会議所のアンのアンのアンのアン

ケートではケートではケートではケートでは初年初年初年初年はははは16161616%%%%くらいがくらいがくらいがくらいが帰帰帰帰りたいとのことだったがりたいとのことだったがりたいとのことだったがりたいとのことだったが，，，，２２２２年年年年目目目目となるととなるととなるととなると登米市登米市登米市登米市ににににこのまこのまこのまこのま

まままま住住住住むというむというむというむという割合割合割合割合がががが増増増増えてきてえてきてえてきてえてきて気持気持気持気持ちにちにちにちに変化変化変化変化がおきていがおきていがおきていがおきていますますますます。。。。時間時間時間時間がががが経経経経つにつれてつにつれてつにつれてつにつれて，，，，企業企業企業企業

・・・・産業産業産業産業マインドにもマインドにもマインドにもマインドにも影響影響影響影響がでてくるかとがでてくるかとがでてくるかとがでてくるかと思思思思うのでうのでうのでうので，，，，スピースピースピースピードアップをおドアップをおドアップをおドアップをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

○○○○白幡副会長白幡副会長白幡副会長白幡副会長    

    先先先先ほどもありましたがほどもありましたがほどもありましたがほどもありましたが，，，，グループグループグループグループ補助金補助金補助金補助金のののの事故事故事故事故繰越繰越繰越繰越のののの複数回承認等複数回承認等複数回承認等複数回承認等についてはみんながについてはみんながについてはみんながについてはみんなが

期待期待期待期待しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので早早早早くくくく対応対応対応対応いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。全体全体全体全体のののの被害額被害額被害額被害額９９９９兆円兆円兆円兆円のうちのうちのうちのうち産業産業産業産業

関連関連関連関連がどれくらいあるかがどれくらいあるかがどれくらいあるかがどれくらいあるか，，，，各企業各企業各企業各企業はははは国費県費国費県費国費県費国費県費だけにだけにだけにだけに頼頼頼頼るわけではないるわけではないるわけではないるわけではないですですですですがががが，，，，二二二二重債務問重債務問重債務問重債務問

題題題題へのへのへのへの取組取組取組取組やグループやグループやグループやグループ補助金補助金補助金補助金のののの支援等支援等支援等支援等でどのくらいのサポートができるかでどのくらいのサポートができるかでどのくらいのサポートができるかでどのくらいのサポートができるかをををを教教教教えてえてえてえていただいただいただいただ

きたいきたいきたいきたい。。。。このグループこのグループこのグループこのグループ補助金補助金補助金補助金はははは大変大変大変大変なななな助助助助けとなけとなけとなけとなっているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいますがががが，，，，１１１１次次次次からからからから６６６６次次次次までまでまでまで

のののの要望額要望額要望額要望額がががが６６６６千億円千億円千億円千億円をををを超超超超えておりえておりえておりえており，，，，交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額がががが２２２２千億円千億円千億円千億円でででで，，，，全全全全てててて税金税金税金税金にににに頼頼頼頼るるるるわけではあわけではあわけではあわけではあ

りませんがりませんがりませんがりませんが，，，，今後今後今後今後どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの予算予算予算予算をををを準備準備準備準備してしてしてして対応対応対応対応していくかしていくかしていくかしていくかということになりますということになりますということになりますということになります。。。。二二二二

重債務問題重債務問題重債務問題重債務問題でもでもでもでも復興相談復興相談復興相談復興相談センターができてセンターができてセンターができてセンターができて712712712712社社社社がががが相談相談相談相談しにしにしにしに来来来来てててて，，，，結果的結果的結果的結果的にににに27272727件件件件，，，，48484848件件件件がががが支支支支

援実績援実績援実績援実績とありとありとありとあり，，，，当初想定当初想定当初想定当初想定していたものとしていたものとしていたものとしていたものと比比比比べてべてべてべて多多多多いのかいのかいのかいのか少少少少ないのかないのかないのかないのか，，，，少少少少ないないないない場合何場合何場合何場合何がががが課題課題課題課題

なのかなのかなのかなのか，，，，どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考えなのかということですえなのかということですえなのかということですえなのかということです。。。。またまたまたまた，，，，グループグループグループグループ補助金補助金補助金補助金のののの支援支援支援支援をををを受受受受けてけてけてけて

復旧復旧復旧復旧したしたしたした企業企業企業企業はははは，，，，サプライチェーンがサプライチェーンがサプライチェーンがサプライチェーンが切切切切れてれてれてれて売上売上売上売上がががが戻戻戻戻らないらないらないらない，，，，求人求人求人求人してもしてもしてもしても人人人人がががが集集集集まらないまらないまらないまらない

ミスマッチがミスマッチがミスマッチがミスマッチが生生生生じているなどのじているなどのじているなどのじているなどの問題問題問題問題があがあがあがありますりますりますります。。。。人人人人のののの問題問題問題問題はいろいろとはいろいろとはいろいろとはいろいろと取取取取りりりり組組組組んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと

はははは思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，県内県内県内県内でででで仕事仕事仕事仕事をををを産産産産んでいくことにんでいくことにんでいくことにんでいくことに対対対対してもっとしてもっとしてもっとしてもっと力力力力をををを入入入入れていくれていくれていくれていく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるとととと

思思思思いますいますいますいます。。。。富県戦略富県戦略富県戦略富県戦略のののの中中中中でででで企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致をたくさんやっをたくさんやっをたくさんやっをたくさんやっていただいてていただいてていただいてていただいて，，，，大手企業大手企業大手企業大手企業にににに来来来来てもらてもらてもらてもらいいいい

，，，，来来来来てくれたてくれたてくれたてくれた企業企業企業企業がががが現地発注現地発注現地発注現地発注をををを加速加速加速加速するためするためするためするためにはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような施策施策施策施策をををを打打打打っていくかというこっていくかというこっていくかというこっていくかというこ

とでとでとでとで，，，，県内県内県内県内のののの売上売上売上売上・・・・付加価値付加価値付加価値付加価値をををを増増増増やさないとやさないとやさないとやさないと復旧復旧復旧復旧からからからから次次次次のステッのステッのステッのステップにプにプにプに行行行行けないとけないとけないとけないと思思思思いますいますいますいます

のでのでのでので，，，，誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業とととと県内企業県内企業県内企業県内企業とのサポートとのサポートとのサポートとのサポート支援支援支援支援とととと新新新新しいしいしいしい起業化起業化起業化起業化へのへのへのへの支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とととと考考考考えますがえますがえますがえますが

いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○宮原次長宮原次長宮原次長宮原次長    

    被害額被害額被害額被害額につにつにつにつきましきましきましきましてはてはてはては，，，，資料資料資料資料２２２２－－－－２２２２のののの「「「「被災状況被災状況被災状況被災状況」」」」のののの段段段段でででで，，，，商工分野商工分野商工分野商工分野のものづくりのものづくりのものづくりのものづくり産業産業産業産業

がががが5,9005,9005,9005,900億円億円億円億円，，，，商業商業商業商業がががが1,4501,4501,4501,450億円億円億円億円とととと推計推計推計推計しておりますしておりますしておりますしております。。。。被害額被害額被害額被害額にににに対対対対してのしてのしてのしての支援額支援額支援額支援額についてでについてでについてでについてで
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すがすがすがすが，，，，一番大一番大一番大一番大きいのはグループきいのはグループきいのはグループきいのはグループ補助金補助金補助金補助金でありましてでありましてでありましてでありまして，，，，今今今今のところのところのところのところ約約約約２２２２千億円千億円千億円千億円となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ますますますます。。。。必必必必ずしもずしもずしもずしも被害額被害額被害額被害額すべてにすべてにすべてにすべてに対対対対しておしておしておしてお金金金金がいきわたっているということではありませんがいきわたっているということではありませんがいきわたっているということではありませんがいきわたっているということではありません

がががが，，，，他他他他にもいろんなにもいろんなにもいろんなにもいろんな面面面面でででで資金繰資金繰資金繰資金繰りやりやりやりや二二二二重重重重ローンローンローンローン対策対策対策対策としてもとしてもとしてもとしても支援支援支援支援をををを行行行行っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので，，，，

それなりそれなりそれなりそれなりのののの割合割合割合割合でででで支援支援支援支援できているかとできているかとできているかとできているかと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。またまたまたまた，，，，グループグループグループグループ補助金補助金補助金補助金のののの要望額要望額要望額要望額がががが６６６６千千千千

億円億円億円億円となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが，，，，これはこれはこれはこれは延延延延べべべべ額額額額としておりますのとしておりますのとしておりますのとしておりますのでででで同同同同じじじじ業者業者業者業者さんさんさんさんがががが何度何度何度何度もももも応募応募応募応募しししし

ているているているている状況状況状況状況もありますのでもありますのでもありますのでもありますので，，，，実額実額実額実額としてはとしてはとしてはとしては減減減減りますりますりますります。。。。現在現在現在現在，，，，第第第第７７７７次募集次募集次募集次募集をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております

がががが，，，，これまではこれまではこれまではこれまでは予算予算予算予算をををを超過超過超過超過したしたしたした額額額額のののの応募応募応募応募をいただいておりましたがをいただいておりましたがをいただいておりましたがをいただいておりましたが，，，，ほぼほぼほぼほぼ予算額内予算額内予算額内予算額内でででで要望要望要望要望

額額額額がきておりますのでがきておりますのでがきておりますのでがきておりますので，，，，一定程度落一定程度落一定程度落一定程度落ちちちち着着着着いてきているいてきているいてきているいてきているとととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。一方一方一方一方でででで，，，，これからこれからこれからこれから本本本本

格的格的格的格的なななな復旧復旧復旧復旧にににに取取取取りりりり組組組組まれるまれるまれるまれる事業者事業者事業者事業者さんもいらっしゃいますのでさんもいらっしゃいますのでさんもいらっしゃいますのでさんもいらっしゃいますので，，，，こういったこういったこういったこういった復旧支援復旧支援復旧支援復旧支援やややや資資資資

金繰金繰金繰金繰りりりり支援支援支援支援はははは来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降もももも継続継続継続継続していくしていくしていくしていく予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。    

二二二二重債務問題重債務問題重債務問題重債務問題につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，買取件数買取件数買取件数買取件数だけをだけをだけをだけを見見見見るとるとるとると少少少少ないとないとないとないと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。理由理由理由理由としてとしてとしてとして

２２２２つつつつ考考考考ええええらららられれれれますがますがますがますが，，，，そもそもそもそもそもそもそもそも相談相談相談相談にににに来来来来るるるる件数件数件数件数がががが少少少少ないということとないということとないということとないということと，，，，最終的最終的最終的最終的にににに相談相談相談相談にににに来来来来

らららられたれたれたれた方方方方のののの中中中中でででで買取買取買取買取りまでりまでりまでりまで至至至至らないということだとらないということだとらないということだとらないということだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。相談相談相談相談がががが少少少少ないということないということないということないということ

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，制度制度制度制度のののの周知周知周知周知がががが大事大事大事大事だということでいろいろとだということでいろいろとだということでいろいろとだということでいろいろと案内案内案内案内ををををさせていただいておさせていただいておさせていただいておさせていただいてお

りますりますりますります。。。。事業者事業者事業者事業者さんがさんがさんがさんが金融機関金融機関金融機関金融機関とのとのとのとの関係関係関係関係をををを気気気気にしてなかなかにしてなかなかにしてなかなかにしてなかなか相談相談相談相談にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切れないというこれないというこれないというこれないというこ

ともともともとも聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。金融庁財務局金融庁財務局金融庁財務局金融庁財務局のののの方方方方でそういうことはないということででそういうことはないということででそういうことはないということででそういうことはないということで，，，，金融機関金融機関金融機関金融機関をををを

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと指導指導指導指導しているということですのでしているということですのでしているということですのでしているということですので，，，，我我我我々々々々もももも心配心配心配心配ないということをないということをないということをないということを周知周知周知周知していきしていきしていきしていき

たいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。事業者事業者事業者事業者のののの復旧復旧復旧復旧がががが想定想定想定想定よりもよりもよりもよりも時間時間時間時間がかかっているというがかかっているというがかかっているというがかかっているという状況状況状況状況でででで，，，，実実実実

際際際際のののの復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業がががが進進進進まないとまないとまないとまないと資金需要資金需要資金需要資金需要がががが伸伸伸伸びてきませんのでびてきませんのでびてきませんのでびてきませんので，，，，そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは今後資金需今後資金需今後資金需今後資金需

要要要要のニーズがのニーズがのニーズがのニーズが増増増増えてきますのでえてきますのでえてきますのでえてきますので，，，，周知周知周知周知もももも含含含含めしっかりとしたバックアップをめしっかりとしたバックアップをめしっかりとしたバックアップをめしっかりとしたバックアップを行行行行っていきたっていきたっていきたっていきた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた，，，，相談相談相談相談にににに来来来来たたたた中中中中でででで最終的最終的最終的最終的なななな買取件数買取件数買取件数買取件数についてはについてはについてはについては，，，，いろいろないろいろないろいろないろいろな見方見方見方見方があがあがあがあ

りましてりましてりましてりまして，，，，相談内容相談内容相談内容相談内容もももも千差万別千差万別千差万別千差万別でででで単純単純単純単純なななな問問問問いいいい合合合合わせやわせやわせやわせや一般的一般的一般的一般的なななな融資融資融資融資についてもありますのについてもありますのについてもありますのについてもありますの

でででで，，，，適切適切適切適切なななな機関機関機関機関をををを紹介紹介紹介紹介するなどするなどするなどするなど対応対応対応対応しておりますしておりますしておりますしております。。。。買取買取買取買取りについてはりについてはりについてはりについては基基基基本的本的本的本的にはにはにはには税金税金税金税金でまでまでまでま

かなっておりますのでかなっておりますのでかなっておりますのでかなっておりますので，，，，事業再生事業再生事業再生事業再生のののの見込見込見込見込みがあるみがあるみがあるみがある方方方方についてについてについてについて金融調整金融調整金融調整金融調整をしたをしたをしたをした上上上上でででで買取買取買取買取りりりりすすすす

るるるるというスキームになっておりというスキームになっておりというスキームになっておりというスキームになっており，，，，将来的将来的将来的将来的なななな事業性事業性事業性事業性やややや事業計画事業計画事業計画事業計画をををを作作作作っていくっていくっていくっていくということがということがということがということが大大大大

事事事事だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので，，，，単純単純単純単純にににに債務調整債務調整債務調整債務調整ということではなくということではなくということではなくということではなく，，，，次次次次にににに向向向向けたけたけたけた経営改善経営改善経営改善経営改善やアドバやアドバやアドバやアドバ

イスなどイスなどイスなどイスなど積極的積極的積極的積極的にににに金融機関金融機関金融機関金融機関もももも含含含含めめめめ支援機関支援機関支援機関支援機関にににに対応対応対応対応していただくということをしていただくということをしていただくということをしていただくということを県県県県としてもとしてもとしてもとしても働働働働

きかけきかけきかけきかけていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題ということでということでということでということで，，，，販路販路販路販路，，，，売上売上売上売上のののの問題問題問題問題，，，，人的確保人的確保人的確保人的確保についてについてについてについて御御御御意見意見意見意見いただきましたいただきましたいただきましたいただきました

。。。。販路販路販路販路につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては商売商売商売商売ですのですのですのですのでででで完全完全完全完全なななな答答答答えはございませんがえはございませんがえはございませんがえはございませんが，，，，基本基本基本基本はははは取引取引取引取引のマッチンのマッチンのマッチンのマッチン

グのグのグのグの機会機会機会機会をををを増増増増やしていくということとやしていくということとやしていくということとやしていくということと自社自社自社自社のののの商品力商品力商品力商品力をををを高高高高めることがカギかなとめることがカギかなとめることがカギかなとめることがカギかなと考考考考えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。マッチングにつきましてはいろんなマッチングにつきましてはいろんなマッチングにつきましてはいろんなマッチングにつきましてはいろんな商談会商談会商談会商談会をををを開催開催開催開催しておりますししておりますししておりますししておりますし，，，，誘誘誘誘致企業致企業致企業致企業へはへはへはへは現現現現

地調達地調達地調達地調達をををを働働働働きかけするきかけするきかけするきかけするなどのなどのなどのなどの取組取組取組取組をををを増増増増やしていきたいとやしていきたいとやしていきたいとやしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。自動車自動車自動車自動車につにつにつにつきまきまきまきま

ししししてはてはてはては，，，，トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車東日本自動車東日本自動車東日本自動車東日本がががが現地調達現地調達現地調達現地調達をををを高高高高めていくということでやっておりますのでめていくということでやっておりますのでめていくということでやっておりますのでめていくということでやっておりますので，，，，

地元企業地元企業地元企業地元企業のののの御紹介御紹介御紹介御紹介やマッチングやマッチングやマッチングやマッチング支援支援支援支援にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいきますいきますいきますいきます。。。。またまたまたまた，，，，商品力商品力商品力商品力やややや技術力技術力技術力技術力アップアップアップアップ

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，即効性即効性即効性即効性ははははありませんがありませんがありませんがありませんが，，，，商品開発支援商品開発支援商品開発支援商品開発支援やややや人材育成人材育成人材育成人材育成，，，，経営改善経営改善経営改善経営改善のののの指導指導指導指導をををを地地地地

道道道道にににに続続続続けていくことがけていくことがけていくことがけていくことが必要必要必要必要とととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので，，，，産業振興産業振興産業振興産業振興機構機構機構機構にもにもにもにも御御御御協力協力協力協力いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております

がががが県県県県としてもとしてもとしてもとしても経営力経営力経営力経営力アップのためのアップのためのアップのためのアップのための支援支援支援支援をををを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    
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    まだまだまだまだまだまだまだまだ御御御御議議議議論論論論あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，時間時間時間時間がががが十分取十分取十分取十分取れなくれなくれなくれなく恐縮恐縮恐縮恐縮ですですですです。。。。もしもしもしもし他他他他にもございにもございにもございにもござい

ましたらましたらましたらましたら文書等文書等文書等文書等でででで事務局事務局事務局事務局のののの方方方方へおへおへおへお寄寄寄寄せいただければとせいただければとせいただければとせいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

（（（（２２２２）「）「）「）「富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現」」」」にににに向向向向けたけたけたけた主主主主なななな取組取組取組取組とととと成果成果成果成果についてについてについてについて    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

それではそれではそれではそれでは，，，，議事議事議事議事（（（（２２２２））））「「「「富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現」」」」にににに向向向向けたけたけたけた主主主主なななな取組取組取組取組とととと成果成果成果成果についてについてについてについて，，，，事務局事務局事務局事務局かかかか

らららら説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○日野室日野室日野室日野室長長長長    

    資料資料資料資料３３３３『「『「『「『「富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現」」」」にににに向向向向けたこれまでのけたこれまでのけたこれまでのけたこれまでの主主主主なななな取組取組取組取組とととと成果成果成果成果』』』』についてについてについてについて御説明申御説明申御説明申御説明申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。先先先先ほどほどほどほど御説明御説明御説明御説明したとおりしたとおりしたとおりしたとおり報告事項報告事項報告事項報告事項１１１１がががが復興関係復興関係復興関係復興関係だといたしますとだといたしますとだといたしますとだといたしますと，，，，こちらはこちらはこちらはこちらは将将将将

来来来来ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの部分部分部分部分になりますになりますになりますになります。。。。復興事業復興事業復興事業復興事業をやりながをやりながをやりながをやりながらもらもらもらも富県宮城富県宮城富県宮城富県宮城のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんん

でいるということでございますでいるということでございますでいるということでございますでいるということでございます。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの『『『『復興復興復興復興のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況』』』』とととと一部重複一部重複一部重複一部重複するするするする部分部分部分部分がござがござがござがござ

いますのでいますのでいますのでいますので御了承御了承御了承御了承いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

まずまずまずまず１１１１つつつつ目目目目のののの「「「「育成育成育成育成・・・・誘致誘致誘致誘致によるによるによるによる県内製造業県内製造業県内製造業県内製造業のののの集積促進集積促進集積促進集積促進」」」」のののの「「「「企業立地企業立地企業立地企業立地」」」」ではではではでは，，，，震災後震災後震災後震災後

もももも引引引引きききき続続続続きききき企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。成果成果成果成果のののの中段中段中段中段ですがですがですがですが，，，，震災後震災後震災後震災後もももも「「「「セコムセコムセコムセコム工業株式会工業株式会工業株式会工業株式会

社社社社」」」」やややや「「「「ポラテックポラテックポラテックポラテック株式会社株式会社株式会社株式会社」」」」などなどなどなど様様様様々々々々なななな企業企業企業企業がががが立地決定立地決定立地決定立地決定しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。詳細詳細詳細詳細はははは御覧御覧御覧御覧になになになにな

っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお，，，，東北経済産業局東北経済産業局東北経済産業局東北経済産業局のののの調査調査調査調査によりますによりますによりますによりますとととと，，，，平成平成平成平成２４２４２４２４年上年上年上年上

期期期期のののの宮城県宮城県宮城県宮城県でのでのでのでの立地面積立地面積立地面積立地面積はははは全国全国全国全国８８８８位位位位でででで，，，，平平平平成成成成２３２３２３２３年年年年のののの全国全国全国全国１２１２１２１２位位位位をををを上回上回上回上回るるるる結果結果結果結果となっておとなっておとなっておとなってお

りますりますりますります。。。。次次次次にににに，，，，「「「「地元企業取引拡大支援地元企業取引拡大支援地元企業取引拡大支援地元企業取引拡大支援」」」」についてについてについてについてでございますでございますでございますでございます。。。。自自自自動車関連産業動車関連産業動車関連産業動車関連産業ではではではでは，，，，

地元企業地元企業地元企業地元企業のののの取引拡大取引拡大取引拡大取引拡大にににに向向向向けたけたけたけた展示商談会等展示商談会等展示商談会等展示商談会等のののの開催開催開催開催，，，，マッチングマッチングマッチングマッチング支援支援支援支援やややや企業企業企業企業ＯＢＯＢＯＢＯＢ等等等等によるによるによるによる生生生生

産現場改善支援等産現場改善支援等産現場改善支援等産現場改善支援等のレベルアップのレベルアップのレベルアップのレベルアップ支援支援支援支援をををを引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしておりますしししし，，，，高度電子機械産業高度電子機械産業高度電子機械産業高度電子機械産業

ではではではでは，「，「，「，「みやぎみやぎみやぎみやぎ高度電子機械産業振興協議会高度電子機械産業振興協議会高度電子機械産業振興協議会高度電子機械産業振興協議会」」」」におけるにおけるにおけるにおける４４４４つのつのつのつの研究会研究会研究会研究会をををを運営運営運営運営ししししながらながらながらながら，，，，ビビビビ

ジネスマッチングジネスマッチングジネスマッチングジネスマッチング等等等等をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた，，，，産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携ではではではでは，，，，各分野各分野各分野各分野にまたがるものにまたがるものにまたがるものにまたがるもの

ですがですがですがですが，「ＫＣ，「ＫＣ，「ＫＣ，「ＫＣみやぎみやぎみやぎみやぎ推進推進推進推進ネットワークネットワークネットワークネットワーク」」」」でのでのでのでの技術相談技術相談技術相談技術相談をををを行行行行っているほかっているほかっているほかっているほか，，，，産産産産業技業技業技業技術総合術総合術総合術総合

センターのセンターのセンターのセンターの機器整備機器整備機器整備機器整備をををを行行行行いいいい，，，，地域企業地域企業地域企業地域企業のののの技術高度化技術高度化技術高度化技術高度化をををを支援支援支援支援しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。    

次次次次にににに２２２２つつつつ目目目目，「，「，「，「観光資源観光資源観光資源観光資源・・・・知的資源知的資源知的資源知的資源をををを活用活用活用活用したしたしたした商業商業商業商業・サービス・サービス・サービス・サービス業業業業のののの強化強化強化強化」」」」のののの「「「「商業商業商業商業・サ・サ・サ・サ

ービスービスービスービス産業振興産業振興産業振興産業振興」」」」ででででございますございますございますございます。。。。平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月からからからから県内県内県内県内ＩＴＩＴＩＴＩＴ関連企業等関連企業等関連企業等関連企業等のののの開発商品開発商品開発商品開発商品８８８８社社社社

９９９９商品商品商品商品をををを「「「「みやぎみやぎみやぎみやぎ認定認定認定認定 ITITITIT 商品商品商品商品」」」」としてとしてとしてとして認定認定認定認定しししし，，，，販路開拓等販路開拓等販路開拓等販路開拓等のののの支援支援支援支援をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた

県内県内県内県内１１１１１１１１のののの商工会商工会商工会商工会やややや商店街商店街商店街商店街にににに対対対対してのしてのしてのしての補助補助補助補助をををを行行行行いいいい，，，，商店街商店街商店街商店街のにぎわいづくりをのにぎわいづくりをのにぎわいづくりをのにぎわいづくりを支援支援支援支援しておしておしておしてお

りますりますりますります。。。。次次次次のののの「「「「観光振興観光振興観光振興観光振興」」」」ではではではでは，，，，震災震災震災震災によるによるによるによる観光客入込数観光客入込数観光客入込数観光客入込数のののの減少減少減少減少にににに対応対応対応対応するためするためするためするため，，，，様様様様々々々々なななな

キャンペーンをキャンペーンをキャンペーンをキャンペーンを実施実施実施実施しししし対応対応対応対応しているとしているとしているとしているところでございますころでございますころでございますころでございます。。。。    

次次次次にににに３３３３つつつつ目目目目のののの「「「「地域経済地域経済地域経済地域経済をををを支支支支えるえるえるえる農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化」」」」のののの農業分野農業分野農業分野農業分野ではではではでは，，，，米米米米のブラのブラのブラのブラ

ンドンドンドンド確立支援等確立支援等確立支援等確立支援等をををを引引引引きききき続続続続きききき行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。林業分野林業分野林業分野林業分野ではではではでは，，，，県産材県産材県産材県産材のののの利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図りりりり，，，，水水水水

産業分野産業分野産業分野産業分野ではではではでは，，，，気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼，，，，石巻石巻石巻石巻，，，，塩竈塩竈塩竈塩竈のののの３３３３地区地区地区地区にてにてにてにて，，，，みやぎみやぎみやぎみやぎ発展税発展税発展税発展税もももも一部活用一部活用一部活用一部活用しししし，，，，漁船誘致漁船誘致漁船誘致漁船誘致

支援等支援等支援等支援等のののの水揚水揚水揚水揚げげげげ確保対策確保対策確保対策確保対策にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

次次次次にににに裏面裏面裏面裏面でございますでございますでございますでございます。。。。４４４４つつつつ目目目目のののの「「「「アジアにアジアにアジアにアジアに開開開開かれたかれたかれたかれた広域経済圏広域経済圏広域経済圏広域経済圏のののの形成形成形成形成」」」」ではではではでは，，，，県内企県内企県内企県内企

業業業業のののの販路拡大支援販路拡大支援販路拡大支援販路拡大支援としとしとしとしましましましましてててて，，，，上海上海上海上海やややや大連大連大連大連，，，，香港等香港等香港等香港等でのでのでのでの商談会等商談会等商談会等商談会等のののの出展支援出展支援出展支援出展支援をををを行行行行いいいい，，，，震災震災震災震災

のののの影響影響影響影響をををを受受受受けながらもけながらもけながらもけながらも，，，，延延延延べべべべ１６６１６６１６６１６６件件件件のののの商談成商談成商談成商談成立立立立がががが実現実現実現実現していますしていますしていますしています。。。。    

５５５５つつつつ目目目目のののの「「「「産業競争力産業競争力産業競争力産業競争力のののの強化強化強化強化にににに向向向向けたけたけたけた条件整備条件整備条件整備条件整備」」」」のののの「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成」」」」ではではではでは，「，「，「，「みやぎクラフみやぎクラフみやぎクラフみやぎクラフ
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トマントマントマントマン２１２１２１２１事業事業事業事業」」」」によるによるによるによる工業高校生工業高校生工業高校生工業高校生のののの技術力向上技術力向上技術力向上技術力向上にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ，，，，県内高校生県内高校生県内高校生県内高校生のののの技能検定合格技能検定合格技能検定合格技能検定合格

者数者数者数者数がががが，，，，これまでこれまでこれまでこれまで延延延延べべべべ２２２２，，，，０４７０４７０４７０４７人人人人になっているほかになっているほかになっているほかになっているほか，，，，人材育成人材育成人材育成人材育成センターをセンターをセンターをセンターを設立設立設立設立・・・・運営運営運営運営しししし，，，，

自動車関連産業自動車関連産業自動車関連産業自動車関連産業やややや高度電子機械産業高度電子機械産業高度電子機械産業高度電子機械産業でのでのでのでの人材育成人材育成人材育成人材育成をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。「「「「産業基盤整備産業基盤整備産業基盤整備産業基盤整備」」」」でででで

はははは，，，，震災震災震災震災のののの影響影響影響影響もももも受受受受けましたけましたけましたけましたがががが，，，，昨年昨年昨年昨年１２１２１２１２月月月月にににに仙台東部道路仙台東部道路仙台東部道路仙台東部道路にににに仙台港仙台港仙台港仙台港インターチェンジがインターチェンジがインターチェンジがインターチェンジが

開通開通開通開通するなどするなどするなどするなど，，，，新新新新たなたなたなたな動動動動きもきもきもきも出出出出てきているところですてきているところですてきているところですてきているところです。。。。    

次次次次のののの「「「「雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，先先先先ほどほどほどほどのののの復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きのなかできのなかできのなかできのなかで御説明御説明御説明御説明しししし

たとおりでございますたとおりでございますたとおりでございますたとおりでございます。。。。    

事務局事務局事務局事務局からはからはからはからは以上以上以上以上ででででございまございまございまございますすすす。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

    ただいまのただいまのただいまのただいまの御御御御説明説明説明説明にににに対対対対しししし，，，，御質問御質問御質問御質問，，，，御意見等御意見等御意見等御意見等ありましたらよろしくおありましたらよろしくおありましたらよろしくおありましたらよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

○○○○成田委員成田委員成田委員成田委員    

    ただいまのただいまのただいまのただいまの成果成果成果成果のののの報告報告報告報告とととと復興復興復興復興のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況についてについてについてについて，，，，一定一定一定一定のののの数値基準数値基準数値基準数値基準をををを設設設設けてけてけてけて達成達成達成達成がががが低低低低いいいい

ものやものやものやものや芳芳芳芳しくないもしくないもしくないもしくないものののののののの理由理由理由理由についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを県民県民県民県民としてはとしてはとしてはとしては知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。出出出出てきてきてきてき

たたたた成果成果成果成果にににについてついてついてついて県県県県がどのようにがどのようにがどのようにがどのように考考考考えているのかをえているのかをえているのかをえているのかを知知知知りたいのでりたいのでりたいのでりたいので，，，，進捗進捗進捗進捗のののの報告報告報告報告のののの中中中中にそのにそのにそのにその説説説説

明明明明もももも押押押押しししし込込込込んでいただきたいというのがんでいただきたいというのがんでいただきたいというのがんでいただきたいというのが一県民一県民一県民一県民のののの想想想想いでございますいでございますいでございますいでございます。。。。各委員各委員各委員各委員かかかからららら個別個別個別個別のののの現現現現

場場場場のののの状況状況状況状況をををを説明説明説明説明いただきましたがいただきましたがいただきましたがいただきましたが，，，，そういったものもそういったものもそういったものもそういったものも含含含含めてめてめてめて，，，，原因原因原因原因とととと課題課題課題課題についてのについてのについてのについての明確明確明確明確

なななな御説明御説明御説明御説明がががが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに課題課題課題課題をををを掘掘掘掘りりりり下下下下げていくげていくげていくげていく中中中中でででで，，，，現場現場現場現場のののの意見吸意見吸意見吸意見吸

いいいい上上上上げをげをげをげを県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。今回今回今回今回のののの復興復興復興復興についてはについてはについてはについては２２２２つのつのつのつのＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ（ 

public-private-partnership官民連携，public-public-partnership官々連携）でででで二人三脚三人四二人三脚三人四二人三脚三人四二人三脚三人四

脚脚脚脚でいかないとでいかないとでいかないとでいかないと，，，，個個個個々々々々のののの生活生活生活生活がががが復旧復旧復旧復旧できないというできないというできないというできないという中中中中でででで，，，，県県県県がどのようながどのようながどのようながどのような役割役割役割役割をををを持持持持ってってってって具具具具

体的体的体的体的にににに進進進進めていくのかのめていくのかのめていくのかのめていくのかの説明説明説明説明をいただけるとありがたいのをいただけるとありがたいのをいただけるとありがたいのをいただけるとありがたいのかなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば先先先先ほどほどほどほど

のののの復興庁復興庁復興庁復興庁へのアプローチがへのアプローチがへのアプローチがへのアプローチが必要必要必要必要なんじゃないなんじゃないなんじゃないなんじゃないかかかか，，，，市市市市にににに対対対対してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような対策対策対策対策をとっているをとっているをとっているをとっている

かなどかなどかなどかなど，，，，このこのこのこの資料資料資料資料をををを見見見見たたたた時時時時にににに県民県民県民県民がががが思思思思うことだとうことだとうことだとうことだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので，，，，御検討御検討御検討御検討いただければいただければいただければいただければ幸幸幸幸いいいい

ですですですです。。。。成果成果成果成果につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも，，，，様様様様々々々々なななな成果成果成果成果がががが出出出出ていることについてていることについてていることについてていることについて承知承知承知承知しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが，，，，ここここ

こにおいてまだこにおいてまだこにおいてまだこにおいてまだ大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは何何何何なのかなのかなのかなのか，，，，成果成果成果成果がががが達成達成達成達成していないしていないしていないしていないものでものでものでもので重重重重

点的点的点的点的にににに取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいくべきことはべきことはべきことはべきことは何何何何かなどかなどかなどかなど，，，，明暗明暗明暗明暗をくをくをくをくっきりとっきりとっきりとっきりと分分分分けられたけられたけられたけられた説明説明説明説明があるとがあるとがあるとがあると一一一一

層層層層よろしいのかとよろしいのかとよろしいのかとよろしいのかと思思思思いますいますいますいます。。。。御検討御検討御検討御検討よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○宮原次長宮原次長宮原次長宮原次長    

    貴重貴重貴重貴重なななな御意見御意見御意見御意見ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。おっしゃるとおりでございますのでおっしゃるとおりでございますのでおっしゃるとおりでございますのでおっしゃるとおりでございますので，，，，今後今後今後今後できるできるできるできる

限限限限りりりり丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明をををを心心心心がけたいとがけたいとがけたいとがけたいと思思思思いますいますいますいます。。。。我我我我々々々々もいろんなもいろんなもいろんなもいろんな方方方方のののの御意見御意見御意見御意見をををを聞聞聞聞きますしきますしきますしきますし，，，，日日日日々々々々

いろいろないろいろないろいろないろいろな課題課題課題課題もももも感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか将来将来将来将来のののの明確明確明確明確なななな答答答答えがえがえがえが見見見見えているものとえているものとえているものとえているものと見見見見えてえてえてえて

いないものがありますいないものがありますいないものがありますいないものがありますがががが，，，，そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも含含含含めてめてめてめて県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様とととと一緒一緒一緒一緒にににに取取取取りりりり組組組組んでいきたんでいきたんでいきたんでいきた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○須能委員須能委員須能委員須能委員    

    おおおお答答答答えはえはえはえは結構結構結構結構ですがですがですがですが，，，，考考考考えていただえていただえていただえていただきたいきたいきたいきたいこととしてこととしてこととしてこととして二二二二つほどつほどつほどつほど指摘指摘指摘指摘したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

県県県県とととと地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体やややや周周周周辺辺辺辺とのとのとのとの関係関係関係関係におにおにおにおきましてきましてきましてきまして，，，，水産関係水産関係水産関係水産関係でいきますといろんなでいきますといろんなでいきますといろんなでいきますといろんな面面面面でのでのでのでの施策施策施策施策
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をををを積極的積極的積極的積極的にやっていただいてにやっていただいてにやっていただいてにやっていただいておりおりおりおりますがますがますがますが，，，，特区特区特区特区のののの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては感情的感情的感情的感情的なななな対立対立対立対立のままであのままであのままであのままであ

ってってってって来月申請来月申請来月申請来月申請するというするというするというするという話話話話になってになってになってになっておりおりおりおり，，，，寄寄寄寄りりりり添添添添っていくっていくっていくっていく場合場合場合場合ににににいまいまいまいま大事大事大事大事なことはどんななことはどんななことはどんななことはどんな

正正正正しいことであってもしいことであってもしいことであってもしいことであっても，，，，感情感情感情感情のののの対立対立対立対立があったままではいけないとがあったままではいけないとがあったままではいけないとがあったままではいけないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその時時時時

にににに我我我我々々々々第第第第３３３３者者者者でもでもでもでも発言発言発言発言のののの場場場場がががが必要必要必要必要であるにもであるにもであるにもであるにも関関関関わらずわらずわらずわらず，，，，県県県県のののの方方方方からはからはからはからは一切説明一切説明一切説明一切説明がありませがありませがありませがありませ

んんんん。。。。結果結果結果結果としてこういうとしてこういうとしてこういうとしてこういう形形形形でやりますということででやりますということででやりますということででやりますということで，，，，これこれこれこれであればであればであればであれば生産組合生産組合生産組合生産組合でででで済済済済むことでむことでむことでむことで

あってあってあってあって特区特区特区特区にするにするにするにする必要必要必要必要はなかったとはなかったとはなかったとはなかったと，，，，ただただただただ拳拳拳拳をををを上上上上げてしまってどうやってげてしまってどうやってげてしまってどうやってげてしまってどうやって下下下下ろすろすろすろすかがかがかがかが非常非常非常非常

にメンツみたいなにメンツみたいなにメンツみたいなにメンツみたいな感感感感じになっていじになっていじになっていじになっていますますますます。。。。それからそれからそれからそれから県県県県がががが言言言言っているっているっているっている高盛土高盛土高盛土高盛土をををを含含含含めたこのめたこのめたこのめたこの防波防波防波防波

堤堤堤堤のののの問題問題問題問題もももも我我我我々々々々がががが細細細細かくかくかくかく説明説明説明説明をををを求求求求めてもなかなかめてもなかなかめてもなかなかめてもなかなか説明説明説明説明がががが行行行行われてわれてわれてわれていいいいませんませんませんません。。。。ですからですからですからですから一旦一旦一旦一旦

決決決決めてしまうとめてしまうとめてしまうとめてしまうと譲譲譲譲れないれないれないれない状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。今村先生今村先生今村先生今村先生がががが出出出出してきたしてきたしてきたしてきた7.2m7.2m7.2m7.2mについてもについてもについてもについても我我我我々々々々

なりになりになりになりに勉強勉強勉強勉強するとかなりするとかなりするとかなりするとかなり矛盾矛盾矛盾矛盾がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその結果東北大学結果東北大学結果東北大学結果東北大学のシミュのシミュのシミュのシミュレーションはレーションはレーションはレーションは公表公表公表公表でででで

きないということになってきないということになってきないということになってきないということになって，，，，いつのまにかいつのまにかいつのまにかいつのまにか何何何何となくとなくとなくとなく終終終終わってしまうことにならないようにわってしまうことにならないようにわってしまうことにならないようにわってしまうことにならないように

してほしいしてほしいしてほしいしてほしいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。必必必必ずしもずしもずしもずしもシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションがががが全全全全てをてをてをてを表表表表してしてしてしていいいいないとないとないとないと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，

地域住民地域住民地域住民地域住民がががが納得納得納得納得しししし，，，，現実現実現実現実にににに高台高台高台高台をををを作作作作ったためにったためにったためにったために安全安全安全安全だとだとだとだと思思思思ってってってって亡亡亡亡くなくなくなくなったったったった例例例例もももも多多多多々々々々あるとあるとあるとあると

いうことでいうことでいうことでいうことで，，，，１５１５１５１５年年年年もももも経経経経てばてばてばてば全部忘全部忘全部忘全部忘れれれれてしまてしまてしまてしまいいいい，，，，人間人間人間人間はははは既成概念既成概念既成概念既成概念でコントロールされてでコントロールされてでコントロールされてでコントロールされてしししし

まうまうまうまう。。。。やはりやはりやはりやはり地域住民地域住民地域住民地域住民とのとのとのとの議論議論議論議論をををを活発活発活発活発にさせるということでにさせるということでにさせるということでにさせるということで，，，，県県県県がかたくなとはがかたくなとはがかたくなとはがかたくなとは言言言言わないわないわないわない

がががが距離感距離感距離感距離感をををを感感感感じますのでじますのでじますのでじますので，，，，ぜひぜひぜひぜひ目線目線目線目線をををを我我我我々々々々にににに下下下下げていただきたいとげていただきたいとげていただきたいとげていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    知事知事知事知事にににに伝伝伝伝えたいとえたいとえたいとえたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○伊藤恵子委員伊藤恵子委員伊藤恵子委員伊藤恵子委員    

    農業分野農業分野農業分野農業分野のののの取組取組取組取組のののの中中中中でアグリビジネスでアグリビジネスでアグリビジネスでアグリビジネス関連関連関連関連についてについてについてについて，，，，震災後震災後震災後震災後にどのくらいのにどのくらいのにどのくらいのにどのくらいの取組取組取組取組があるがあるがあるがある

のかのかのかのか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも，，，，個人特個人特個人特個人特にににに女性女性女性女性のののの取組取組取組取組がががが重要視重要視重要視重要視されてされてされてされておりおりおりおりますがますがますがますが，，，，

震災後何組震災後何組震災後何組震災後何組くらいあったのかくらいあったのかくらいあったのかくらいあったのか教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    手元手元手元手元にデータがありませんがにデータがありませんがにデータがありませんがにデータがありませんが，，，，個人個人個人個人でででで頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている方方方方にはにはにはには東日本大震災生産対策交付金東日本大震災生産対策交付金東日本大震災生産対策交付金東日本大震災生産対策交付金

などでなどでなどでなどで市町村市町村市町村市町村がががが事業主体事業主体事業主体事業主体となってとなってとなってとなって，，，，市町村市町村市町村市町村からからからから施設施設施設施設をリースするをリースするをリースするをリースする事業事業事業事業ももももございますしございますしございますしございますし，，，，農農農農

業分野業分野業分野業分野はははは手厚手厚手厚手厚くくくく支援支援支援支援しておりますしておりますしておりますしております。。。。後後後後でででで調調調調べてべてべてべて伊藤恵子委員伊藤恵子委員伊藤恵子委員伊藤恵子委員へへへへ御連絡御連絡御連絡御連絡させてさせてさせてさせていただきますいただきますいただきますいただきます

。。。。    

    

○○○○佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員    

    宮城県宮城県宮城県宮城県でででで非常非常非常非常にににに生産額生産額生産額生産額のののの大大大大きいきいきいきい水産加工業関係水産加工業関係水産加工業関係水産加工業関係のデータがのデータがのデータがのデータがあまりあまりあまりあまり出出出出ていないていないていないていないとととと思思思思われわれわれわれ，，，，

水産加工業水産加工業水産加工業水産加工業にににに対対対対するするするする県県県県のののの取組取組取組取組をををを示示示示すすすす面面面面からもデータをからもデータをからもデータをからもデータを提示提示提示提示してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。それかそれかそれかそれか

らららら，，，，気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼，，，，石巻石巻石巻石巻，，，，塩釜塩釜塩釜塩釜でででで市場市場市場市場のののの高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理高度衛生管理をををを進進進進めようめようめようめようとしておりますのでとしておりますのでとしておりますのでとしておりますので，，，，それにそれにそれにそれに対対対対

するするするする県県県県としてのとしてのとしてのとしての支援支援支援支援，，，，どのようにどのようにどのようにどのように関関関関わっていくかわっていくかわっていくかわっていくか教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

手元手元手元手元にデータがありませんのでにデータがありませんのでにデータがありませんのでにデータがありませんので，，，，後後後後でででで回答回答回答回答ささささせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。HACCPHACCPHACCPHACCPについについについについ

てもてもてもても,,,,市市市市のののの計画策定計画策定計画策定計画策定にににに対対対対ししししてててて支援支援支援支援ししししていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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○○○○須能委員須能委員須能委員須能委員    

    水産加工業水産加工業水産加工業水産加工業にににについてですがついてですがついてですがついてですが，，，，水産加工水産加工水産加工水産加工のののの缶詰缶詰缶詰缶詰やソーセージやソーセージやソーセージやソーセージ等等等等のののの加工品加工品加工品加工品はははは農水省農水省農水省農水省のののの管轄管轄管轄管轄でででで

はなくはなくはなくはなく，，，，見見見見かけかけかけかけ上上上上はははは水産庁水産庁水産庁水産庁のののの管轄管轄管轄管轄かとかとかとかと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが，，，，農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省はははは一次産業一次産業一次産業一次産業でででで，，，，今回今回今回今回

はじめてはじめてはじめてはじめて水産加工業水産加工業水産加工業水産加工業はどこにもはどこにもはどこにもはどこにも対応対応対応対応するところがないということでするところがないということでするところがないということでするところがないということでしたしたしたした。。。。そこでそこでそこでそこで中小企業中小企業中小企業中小企業

庁庁庁庁にににに水産庁水産庁水産庁水産庁がががが橋渡橋渡橋渡橋渡しをしをしをしをしてグループしてグループしてグループしてグループ補助金補助金補助金補助金にににに対応対応対応対応したということでしたということでしたということでしたということで，，，，各各各各地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体もももも水産水産水産水産

分野分野分野分野でででで聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査的調査的調査的調査的なことはやりますがなことはやりますがなことはやりますがなことはやりますが，，，，専門分野専門分野専門分野専門分野のののの人人人人はははは基本的基本的基本的基本的にににに少少少少ないないないない。。。。というのはというのはというのはというのは

，，，，同同同同じじじじ水産水産水産水産をををを学学学学んでもんでもんでもんでも就職口就職口就職口就職口ががががいいもんですからいいもんですからいいもんですからいいもんですから，，，，公務員公務員公務員公務員にほとんどにほとんどにほとんどにほとんど就就就就いていていていてなくなくなくなく官庁関係官庁関係官庁関係官庁関係

にいないものですからにいないものですからにいないものですからにいないものですから，，，，業界業界業界業界のことをのことをのことをのことを知知知知らないでらないでらないでらないで進進進進んでしまったというんでしまったというんでしまったというんでしまったという状況状況状況状況でででですすすす。。。。かつてかつてかつてかつて

のののの大手水産会社大手水産会社大手水産会社大手水産会社はははは世界世界世界世界のののの海海海海でででで獲獲獲獲ってきたってきたってきたってきた魚魚魚魚をををを鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚やややや冷凍冷凍冷凍冷凍でででで売売売売ってってってって，，，，ダメなダメなダメなダメな原料原料原料原料をををを自社自社自社自社ブラブラブラブラ

ンドでソーセージやンドでソーセージやンドでソーセージやンドでソーセージや缶詰缶詰缶詰缶詰などになどになどになどに加工加工加工加工していしていしていしていましましましましたたたた。。。。魚魚魚魚がががが獲獲獲獲れなくなってれなくなってれなくなってれなくなって時代時代時代時代がががが変変変変わってわってわってわって，，，，

そういったそういったそういったそういった歴史歴史歴史歴史のののの流流流流れをれをれをれを承知承知承知承知していなしていなしていなしていないままにいままにいままにいままに今回今回今回今回こうなってしまったものですからこうなってしまったものですからこうなってしまったものですからこうなってしまったものですから，，，，分分分分

野野野野をををを整理整理整理整理してしてしてして水産庁水産庁水産庁水産庁はじめはじめはじめはじめ各県各県各県各県のののの行政行政行政行政もやってもらいたいもやってもらいたいもやってもらいたいもやってもらいたいのですのですのですのですがががが，，，，親元親元親元親元のののの水産庁水産庁水産庁水産庁のののの中中中中にににに

はははは水産加工流通課水産加工流通課水産加工流通課水産加工流通課はありますがはありますがはありますがはありますが，，，，輸入品輸入品輸入品輸入品のののの関係関係関係関係ででででＩＬ（ＩＬ（ＩＬ（ＩＬ（輸入承認輸入承認輸入承認輸入承認））））ややややＩＱ（ＩＱ（ＩＱ（ＩＱ（輸入割当輸入割当輸入割当輸入割当））））をををを

扱扱扱扱うだけでうだけでうだけでうだけで，，，，実際実際実際実際にはにはにはには震災震災震災震災のののの補助補助補助補助のののの窓口窓口窓口窓口だけでありだけでありだけでありだけであり，，，，今今今今まではまではまではまでは行政行政行政行政のののの孤児扱孤児扱孤児扱孤児扱いされていていされていていされていていされていて

おりおりおりおり未整備未整備未整備未整備でこれからしてもらわないとでこれからしてもらわないとでこれからしてもらわないとでこれからしてもらわないと困困困困るるるる分野分野分野分野だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○佐藤委員佐藤委員佐藤委員佐藤委員    

    先先先先ほどもありましたがほどもありましたがほどもありましたがほどもありましたが，，，，販路販路販路販路がなくなってダメージががなくなってダメージががなくなってダメージががなくなってダメージが大大大大きいということなのできいということなのできいということなのできいということなので，，，，それらそれらそれらそれら

をををを県県県県としてとしてとしてとして支援支援支援支援するようなするようなするようなするような方策方策方策方策がががが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○岡田委員岡田委員岡田委員岡田委員    

    先程来先程来先程来先程来のののの議論議論議論議論をををを聞聞聞聞いていましていていましていていましていていまして，，，，これからこれからこれからこれから再生期再生期再生期再生期にににに向向向向かうかうかうかう関関関関わりでわりでわりでわりで，，，，県県県県もこのもこのもこのもこの審議会審議会審議会審議会もももも

ただただただただ単単単単にににに元元元元にににに戻戻戻戻すのではなくてすのではなくてすのではなくてすのではなくて，，，，新新新新しいしいしいしい方向方向方向方向のののの中中中中ででででのののの部分部分部分部分がががが大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。残残残残されされされされ

たたたた問題問題問題問題もももも新新新新しいしいしいしい方向方向方向方向へへへへ強強強強くくくく引引引引っっっっ張張張張っていくっていくっていくっていく中中中中でででで同時同時同時同時にににに解決解決解決解決していくしていくしていくしていくこのこのこのこの方向性方向性方向性方向性はとてもはとてもはとてもはとても大大大大

事事事事だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。常常常常にににに過去過去過去過去にににに引引引引きききき戻戻戻戻されてされてされてされて地域地域地域地域やややや漁港漁港漁港漁港のののの問題問題問題問題にににに県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢がそこにがそこにがそこにがそこに引引引引きずきずきずきずりりりり

こまれるとこまれるとこまれるとこまれると，，，，問題解決問題解決問題解決問題解決するするするする方法論方法論方法論方法論とととと方向性方向性方向性方向性のことでのことでのことでのことで，，，，県県県県がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと強強強強いいいい未来志向未来志向未来志向未来志向のコンセのコンセのコンセのコンセ

プトやプトやプトやプトや戦略戦略戦略戦略をををを持持持持つということがつということがつということがつということが大事大事大事大事であるとであるとであるとであると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。それにそれにそれにそれに関関関関わることですがわることですがわることですがわることですが，，，，ここここ

れかられかられかられから復興住宅復興住宅復興住宅復興住宅やややや公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅がががが建建建建てらてらてらてられようとしていますしれようとしていますしれようとしていますしれようとしていますし，，，，急急急急いでいでいでいで建建建建ててほしいとててほしいとててほしいとててほしいと思思思思ってってってって

いますいますいますいます。。。。問題問題問題問題はそのはそのはそのはその中中中中でででで森林森林森林森林のののの整備整備整備整備やややや林業振興林業振興林業振興林業振興でででで地域地域地域地域のののの材材材材をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと使使使使ってもらうそのサってもらうそのサってもらうそのサってもらうそのサ

プライチェーンをもうプライチェーンをもうプライチェーンをもうプライチェーンをもう一回地域一回地域一回地域一回地域のののの中中中中にににに作作作作っていってほしいっていってほしいっていってほしいっていってほしいですですですです。。。。需要需要需要需要はははは間違間違間違間違いなくありいなくありいなくありいなくあり，，，，

震災需要震災需要震災需要震災需要だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく既存需要既存需要既存需要既存需要もありもありもありもあり，，，，依然依然依然依然としてとしてとしてとして海外木材海外木材海外木材海外木材がががが７７７７割割割割ありますのでありますのでありますのでありますので，，，，そこをそこをそこをそこを席席席席

巻巻巻巻するくらいのするくらいのするくらいのするくらいの仕組仕組仕組仕組をををを県県県県がががが指導指導指導指導していくことでしていくことでしていくことでしていくことで取取取取りりりり戻戻戻戻すことができるわけですすことができるわけですすことができるわけですすことができるわけです。。。。住宅住宅住宅住宅といといといとい

うのはうのはうのはうのは業種的業種的業種的業種的にはにはにはには92929292～～～～98989898業種業種業種業種がががが関関関関わりをもつとわりをもつとわりをもつとわりをもつと言言言言われているわれているわれているわれている産業産業産業産業ですですですです。。。。当然当然当然当然のようにのようにのようにのように雇用雇用雇用雇用

もももも安定安定安定安定しますししますししますししますし増増増増えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。当面当面当面当面のののの震災震災震災震災のののの影響影響影響影響をあまりをあまりをあまりをあまり受受受受けてけてけてけていないいないいないいない山元山元山元山元のサプライのサプライのサプライのサプライ

チェーンもチェーンもチェーンもチェーンも間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく切切切切れていますれていますれていますれています。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを含含含含めてめてめてめて意意意意をををを注注注注いでいただいていでいただいていでいただいていでいただいて，，，，地域地域地域地域

のののの中中中中にににに利益利益利益利益をををを貯貯貯貯めめめめ込込込込めるようなめるようなめるようなめるような循環循環循環循環ややややＣＯＣＯＣＯＣＯ2222のののの吸収吸収吸収吸収をををを含含含含めてめてめてめて新新新新しいしいしいしい産業循環産業循環産業循環産業循環をををを宮城宮城宮城宮城からからからから発発発発

信信信信していくしていくしていくしていく強強強強いメッセージといメッセージといメッセージといメッセージと強強強強いいいい指導力指導力指導力指導力のののの中中中中ではじめてではじめてではじめてではじめて県県県県がががが出番出番出番出番があるようながあるようながあるようながあるような気気気気がしますがしますがしますがします

のでのでのでので，，，，そういうところをそういうところをそういうところをそういうところを作作作作っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    
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    水産加工品水産加工品水産加工品水産加工品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大，，，，失失失失ったったったった棚棚棚棚をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すことについてでございますがすことについてでございますがすことについてでございますがすことについてでございますが，，，，事業事業事業事業でやっでやっでやっでやっ

ておりましてておりましてておりましてておりまして，，，，消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大のののの情報発信情報発信情報発信情報発信ということでということでということでということで東京駅東京駅東京駅東京駅，，，，池袋池袋池袋池袋，，，，名古屋名古屋名古屋名古屋，，，，大阪大阪大阪大阪，，，，電車電車電車電車のののの広広広広

告告告告などでなどでなどでなどで宮城県宮城県宮城県宮城県のおいしいものはのおいしいものはのおいしいものはのおいしいものは元気元気元気元気ですよということでですよということでですよということでですよということで出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりましたしっておりましたしっておりましたしっておりましたし

，，，，雑誌雑誌雑誌雑誌へのへのへのへの広告広告広告広告もももも出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。これからもこれからもこれからもこれからも新聞新聞新聞新聞，，，，テレビテレビテレビテレビコマーシャルコマーシャルコマーシャルコマーシャルでもでもでもでも出出出出したいとしたいとしたいとしたいと

思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし，，，，先日先日先日先日もももも関西地区関西地区関西地区関西地区のバイヤーをおのバイヤーをおのバイヤーをおのバイヤーをお招招招招きしましてきしましてきしましてきしまして宮城県内宮城県内宮城県内宮城県内のののの食品食品食品食品加工工場加工工場加工工場加工工場

をををを見学見学見学見学していただきましたししていただきましたししていただきましたししていただきましたし，，，，県内県内県内県内のののの業者業者業者業者さんをシーフードショーさんをシーフードショーさんをシーフードショーさんをシーフードショー大阪大阪大阪大阪やアグリやアグリやアグリやアグリフフフフードエードエードエードエ

キスポキスポキスポキスポ大阪大阪大阪大阪2013201320132013にににに県県県県のののの方方方方でででで一緒一緒一緒一緒にににに出店出店出店出店してしてしてして販路回復販路回復販路回復販路回復とととと拡大拡大拡大拡大をををを目指目指目指目指してしてしてして進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思

いますしいますしいますしいますし，，，，今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    林業林業林業林業のことでございますがのことでございますがのことでございますがのことでございますが，，，，復興住宅復興住宅復興住宅復興住宅でのでのでのでの需要需要需要需要もありますのでもありますのでもありますのでもありますので期待期待期待期待しておりしておりしておりしておりますしますしますしますし，，，，復復復復

興住宅興住宅興住宅興住宅もももも一戸建一戸建一戸建一戸建てのてのてのての部分部分部分部分ではじまってきていますのでそれにあわせてではじまってきていますのでそれにあわせてではじまってきていますのでそれにあわせてではじまってきていますのでそれにあわせて動動動動きをきをきをきを加速加速加速加速させるこさせるこさせるこさせるこ

とでとでとでとで担当課担当課担当課担当課でででで動動動動いておりますいておりますいておりますいております。。。。    

    

○○○○白鳥委員白鳥委員白鳥委員白鳥委員    

    農業関係農業関係農業関係農業関係のののの話話話話でででで，，，，栗原市栗原市栗原市栗原市ですがですがですがですが，，，，放射能放射能放射能放射能のののの風評被害風評被害風評被害風評被害でででで一番一番一番一番困困困困っているのがっているのがっているのがっているのが施設施設施設施設しいたけしいたけしいたけしいたけ

でででで，，，，市場価格市場価格市場価格市場価格がががが暴落暴落暴落暴落していしていしていしていますますますます。。。。施設施設施設施設なのでなのでなのでなので放射能放射能放射能放射能はははは出出出出ませんがませんがませんがませんが，，，，死活問題死活問題死活問題死活問題でででで悩悩悩悩んでおりんでおりんでおりんでおり

ますのでますのでますのでますので，，，，風評被害風評被害風評被害風評被害やややや販路回復販路回復販路回復販路回復にににに早急早急早急早急にににに対応対応対応対応していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた，，，，稲作稲作稲作稲作でででで

はははは転作転作転作転作がががが必必必必ずずずずつきものでつきものでつきものでつきもので，，，，いままでいままでいままでいままで力力力力をををを入入入入れてきたれてきたれてきたれてきた大豆大豆大豆大豆がががが23232323年度秋年度秋年度秋年度秋にににに放射能放射能放射能放射能のののの数値数値数値数値がががが出出出出てててて

，，，，100100100100ベクレルベクレルベクレルベクレル以下以下以下以下でもでもでもでも数値数値数値数値がががが出出出出るとるとるとると業者業者業者業者はははは購入購入購入購入ししししませんませんませんません。。。。24242424年度年度年度年度もカリをもカリをもカリをもカリを畑畑畑畑にににに振振振振ってってってって対策対策対策対策

ををををとってとってとってとって作付作付作付作付けをしようとしたがけをしようとしたがけをしようとしたがけをしようとしたが，，，，しないでくれというしないでくれというしないでくれというしないでくれという指導指導指導指導があってがあってがあってがあって，，，，もしもしもしもし出出出出たたたた場合場合場合場合のののの売売売売

りりりり先先先先がないというところでがないというところでがないというところでがないというところでしたしたしたした。。。。転作転作転作転作のののの関係関係関係関係でででで大豆大豆大豆大豆がががが有効有効有効有効だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが，，，，新規需要米新規需要米新規需要米新規需要米のののの

米粉関係米粉関係米粉関係米粉関係もももも最初最初最初最初１１１１，，，，２２２２年年年年はははは良良良良かったのですがかったのですがかったのですがかったのですが，，，，なかなかなかなかなかなかなかなか出口出口出口出口でででで利用利用利用利用がががが伸伸伸伸びなびなびなびないということいということいということいということ

でででで減少減少減少減少してきておりますしてきておりますしてきておりますしてきております。。。。そのそのそのその中中中中でででで，，，，先日養豚業者先日養豚業者先日養豚業者先日養豚業者にににに聞聞聞聞いいいいたのですがたのですがたのですがたのですが，，，，国産国産国産国産のののの飼料米飼料米飼料米飼料米，，，，ココココ

メをメをメをメを砕砕砕砕いていていていて餌餌餌餌にするにするにするにする飼料米飼料米飼料米飼料米をををを使使使使いたいがいたいがいたいがいたいが，，，，年間安定年間安定年間安定年間安定してしてしてして供給供給供給供給できるできるできるできる量量量量をををを確保確保確保確保しないしないしないしないとととといけいけいけいけ

ないないないないということでしたということでしたということでしたということでした。。。。有効有効有効有効なななな転作転作転作転作やややや循環型循環型循環型循環型のののの作付体制作付体制作付体制作付体制についてについてについてについて，，，，どこがどこがどこがどこが解決解決解決解決すればそれすればそれすればそれすればそれ

がががができるのかをできるのかをできるのかをできるのかを検証検証検証検証してしてしてして循環型循環型循環型循環型のののの生産体制生産体制生産体制生産体制をををを作作作作っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

→→→→（（（（回答回答回答回答））））    

○○○○渥美次長渥美次長渥美次長渥美次長    

    窓口窓口窓口窓口としましてはとしましてはとしましてはとしましては，，，，県県県県のののの農業改良普及農業改良普及農業改良普及農業改良普及センターセンターセンターセンター，，，，家畜保健衛生所家畜保健衛生所家畜保健衛生所家畜保健衛生所，，，，地方振興事務所地方振興事務所地方振興事務所地方振興事務所におにおにおにお

問問問問いいいい合合合合わせいただければとわせいただければとわせいただければとわせいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた，，，，農協農協農協農協やややや役場役場役場役場におにおにおにお話話話話してしてしてしていただければいただければいただければいただければ全全全全てつなてつなてつなてつな

がりますのでどこかにがりますのでどこかにがりますのでどこかにがりますのでどこかに一声一声一声一声かけていただければとかけていただければとかけていただければとかけていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員伊藤秀雄委員    

    被災被災被災被災３３３３県県県県ありますがありますがありますがありますが，，，，やはりやはりやはりやはり宮城宮城宮城宮城はははは中核中核中核中核でででで，，，，仙台仙台仙台仙台がリーディングになっていただいてがリーディングになっていただいてがリーディングになっていただいてがリーディングになっていただいて東東東東

北北北北のののの復興復興復興復興がががが進進進進んでいますよということをんでいますよということをんでいますよということをんでいますよということを日本全国日本全国日本全国日本全国だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく，，，，世界世界世界世界にににに発信発信発信発信するようなするようなするようなするような勢勢勢勢いいいい

でいてほしいでいてほしいでいてほしいでいてほしい。。。。仙台仙台仙台仙台，，，，宮城宮城宮城宮城がががが中心中心中心中心になってやらなければならないというになってやらなければならないというになってやらなければならないというになってやらなければならないという意気込意気込意気込意気込みでやってみでやってみでやってみでやって

いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

    もしもしもしもし他他他他にもございましたらにもございましたらにもございましたらにもございましたら文書等文書等文書等文書等でででで事務局事務局事務局事務局のののの方方方方へおへおへおへお寄寄寄寄せいただければとせいただければとせいただければとせいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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    ((((３３３３))))    そのそのそのその他他他他    

○○○○会長会長会長会長    

それではそれではそれではそれでは，，，，議事議事議事議事((((３３３３))))「「「「そのそのそのその他他他他」」」」についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局からからからから説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    

○○○○日野室長日野室長日野室長日野室長    

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。第第第第６６６６期委員期委員期委員期委員のののの皆様皆様皆様皆様のののの任期任期任期任期はははは7777月月月月28282828日日日日までとなってまでとなってまでとなってまでとなってございございございございますますますます。。。。

任期内任期内任期内任期内にににに審議案件審議案件審議案件審議案件がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら，，，，あらためてあらためてあらためてあらためて御連絡御連絡御連絡御連絡させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますのいますのいますのいますの

でででで，，，，よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

○○○○内田会長内田会長内田会長内田会長    

以上以上以上以上でででで議議議議事事事事のののの一切一切一切一切をををを終了終了終了終了させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。どうもどうもどうもどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

○○○○司会司会司会司会    

以上以上以上以上をををを持持持持ちましてちましてちましてちまして，，，，第第第第２９２９２９２９回宮城県産業振興審議会回宮城県産業振興審議会回宮城県産業振興審議会回宮城県産業振興審議会をををを終了終了終了終了させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。皆様皆様皆様皆様どうどうどうどう

もももも長時間長時間長時間長時間ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。御意見御意見御意見御意見はメールはメールはメールはメール等等等等でででで結構結構結構結構ですのでおですのでおですのでおですのでお気軽気軽気軽気軽にににに事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお

寄寄寄寄せくださいせくださいせくださいせください。。。。    


