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10 月３日　9月定例会にて一般質問

　小野共です。いつもありがとうございます。９月定例会の会期は 29 日間で、９月 26 日（金）から始ま
り 10 月 24 日（金）に閉会しました。岩手県議会の定例会は年に４回（２月、６月、９月、12 月）開かれ、
６月定例会と 12 月定例会は２週間の会期で行われ、２月定例会は２週間の新年度予算審議が追加され１ヶ
月の会期となり、９月定例会も２週間の前年度決算審議が追加され１ヶ月の会期となります。

　９月定例会で一般質問をしましたのでその概要を掲載します。

　　　　　一般質問項目：１．復興に対する知事の所感及び知事の公約について
　　　　　　　　　　　　２．復興予算の確保について
　　　　　　　　　　　　３．脳卒中予防対策について
　　　　　　　　　　　　４．震災による大学進学率への影響と県立高校の再編について
　　　　　　　　　　　　５．グループ補助金制度の柔軟な運用について
　　　　　　　　　　　　６．被災地の人手不足対策について
　　　　　　　　　　　　７．国民健康保険等の一部負担金免除について
　　　　　　　　　　　　８．ラグビーワールドカップ釜石誘致の取組について
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質問：東日本大震災から３年半が経ち、全国
的に震災の風化が懸念されている。県内でも
震災復興への関心が薄れてきているが、被災
県岩手においては、「震災からの復興をどう
進めるか」が最重要課題であり、これが県民
の総意であり、そうであって欲しいと改めて
ここで強く主張したい。
　知事の今任期も残り１年となった。震災に
より任期が半年ほど延長となった前回平成
23 年の知事選、県議選は、岩手において東
日本大震災からの復興をどのように進めてい
くのか、が最大の論点だった。
　知事は、これまでの任期３年の間、どのよ
うな思いで復興を進めてきたのか、そして県
内の状況を見て聞いてどのようなことを思っ
たのか、そして残りの任期１年、復興にあたっ
て県民に何を伝えていきたいのか聞かせて下
さい。
答弁（達増知事）：復興にあたっては、犠牲
になられた方々の故郷への思いをしっかりと
引き継ぐこと、被災された方々の「暮らし」
「学び」「仕事」を確保し、一人一人の幸福追
求権を保障していくことを原則に一日も早い
復興の実現に向け県政史上かつてない規模の
事業に取り組んできた。
　これまで復興に向けた歩みは着実に進んで
おり、県民全体の「地元の底力」と様々な「つ
ながりの力」による復興の推進に手ごたえと
今後の大きな可能性を感じている。
　一方、応急仮設住宅での生活の長期化や将
来の住まいへの不安など、時間が経つほど深
刻化する課題に多くの方々が直面している状
況の下で、被災地における人口流出や担い手
の不足、資材の高騰などの様々な課題を克服
し、迅速な復興を進めていくことが重要だと
痛感している。

質問：知事は、現職に付かれて７年が経過し
た。この７年を振り返り知事の公約の中で出
来たことは何か、出来なかったことは何か、
そして出来なかったものは、その原因は何
だったのか。
答弁（達増知事）：１期目には、「新地域主義
戦略」と「岩手ソフトパワー戦略」を２大戦
略に広域振興局体制の確立や平泉の世界遺産
登録に取り組み、雇用環境や県民所得の改善、
地域医療の確保、人口減少の課題に対応して
きた。
　２期目には復興計画を公約と位置付け、被

質問：政府は、震災から平成 32 年度までの
10 年間を復興期間とし、平成 27 年度までの
５年間を集中復興期間として、25 兆円の予
算枠を設定している。
　復興庁によると、平成 27 年度までの集中
復興期間予算枠 25 兆円のうち、今年度平成
26 年度までで復興予算の累計額は、22.6 兆
円を超えているということだ。新年度、平成
27 年度の復興庁の財務省への概算要求額は、
2.6 兆円であり、単純に 26 年度までの予算額
と 27 年度の予算額を足すと復興予算の累計
額は、25.2 兆円となり、計算上、政府の設定
した 25 兆円という予算枠を超えることにな
る。
　岩手県においては、平成 28 年度以降に必
要な復興予算を１兆７千億円と見積もり、宮
城においても、平成 28 年度以降に必要な復
興予算を２兆５千億円と見積もっている。
　県沿岸南部のほとんどの自治体は、国の集
中復興期間が終わる平成 28 年度を未だ復興
計画の中期と予定しており、おそらく完全復
興にはあと一歩の状況なはずだ。
　岩手、宮城の平成 28 年度以降の復興予算
の積算額が示す通り、復興完了までの国の予
算枠が 25 兆円で足りないのは明らかだ。
　被災自治体が具体的に国に求めるのは、復
興が完了するまでの間の国の特例的な措置で
あり、復興交付金や震災復興特別交付税の継
続であり、社会資本整備総合交付金の「復興
枠」などの別枠での予算確保である。
　少なくとも国は、被災県へのこれら特例的
な予算措置を平成 28 年以降も継続するとの
方針を早急に示すべきと考えるが、特例的な
予算措置継続に向けた国への働きかけの状
況、そして、今後の国の方針がどのようなも
のになる見込みか、県の見解を問う。
答弁：今年度も復旧・復興の為の財政支援の
継続と財源の確保に係る要望を重ねており、
７月には青森、宮城、福島県とともに関係省
庁に対し要望を行い、復興大臣や衆議院、参
議院の復興特別委員会が本県に来県した際な
どにも要望を伝えている。
　今後も特例的な財政措置をはじめ、これま
でと同様の措置の継続を求めるとともに、こ
れらの方針を早期に示すよう強く要望をして
いく。

質問：過日、公表された厚生労働省の人口動
態統計によれば、震災前の平成 22 年、岩手
県の脳血管疾患、脳卒中の年齢調整死亡率が
全国都道府県でワースト１位だったという
結果が出た。男性は全国平均の 1.42 倍の死
亡率であり、同じく女性は、全国平均の 1.38
倍という数値であった。

災企業の二重ローン対策のためのファンドを
いち早く設置し、災害廃棄物の撤去、漁協を
核とした漁業の再生、グループ補助金の活用
による水産加工業、商店街や観光業の再生、
医療機関の機能回復、三陸鉄道の全線開通、
用地取得迅速化のための法改正の実現など、
被災地の復興に全力で取り組んできた。

復興特別委員会視察：
宮城県庁にて宮城県執行部と意見交換会

復興特別委員会視察：宮城県議会にて宮城県復興
特別委員会と意見交換会
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１．復興に対する知事の所感及び
知事の公約について

２．復興予算の確保について

３．脳卒中予防対策について

　脳卒中発症の要因は、喫煙や肥満、高血圧
などであり、平成 24 年のデータでは、岩手は、
１日の食塩摂取量が全国最多という資料があ
り、同じく 24 年のデータでは、岩手での喫
煙者の割合が 39％で全国５位となっている。
　全国的にガン、心疾患、脳血管疾患の３大
生活習慣病の年齢調整死亡率は下がってきて
はいるものの、それでもまだこの３大生活習
慣病による国内の死亡率は、国内で亡くなる
方の５割を超えている。
　岩手においても３大生活習慣病による年齢
調整死亡率は減少傾向にあるが、平成１１年
以降、岩手の３大生活習慣病による年齢調整
死亡率と全国平均の死亡率との差は拡大し続
けている。全国の他の都道府県に比べ、岩手
においては３大生活習慣病の年齢調整死亡率
を下げられていない、という結果だ。
　今回、脳卒中死亡率全国ワースト１位に
なった原因をどのように分析しているのか。
併せて、３大生活習慣病の死亡率について岩
手と全国平均の死亡率の差が拡大し続けてい
る理由をどのように分析しているのか。
答弁：本県では平成 24年調査で脳卒中発症
の危険因子である高血圧につながる食塩摂取
量が全国で最も多く、喫煙者の割合が全国５
位、ＢＭＩの平均値も男性が全国２位、女性
が全国３位の状況であり、こうしたことが全
国ワースト１位につながっていると考える。

質問：脳卒中を含めた３大生活習慣病対策を
加速させる為、今後、行政は、食生活の改善
や喫煙など疾病予防の為の個人への指導とい
う個々の枠を超え、社会の問題として社会全
体でこの問題に対応していく必要があると考
える。脳卒中予防の為、県は、今後の取組を
どのように考えているのか。
答弁：脳卒中予防の為には、これまで取り組
んできた個人に対する意識啓発に加え、企業
や民間団体、教育・研究機関などの参加、協
力を得ながら、社会全体として県民が主体的
に行う健康づくりの取組を総合的に支援する
環境の整備が必要と考えている。
　本年７月に岩手県脳卒中予防県民会議を設
立した。オール岩手による啓発活動を展開し
ていく。

質問：岩手医科大学は、平成 20 年から 25 年
までに、県内沿岸部と内陸部の 17 市町村で
脳卒中を発症した 28,000 人を対象に調査を
しており、この調査により、脳卒中発症と東
日本大震災に何らかの関連があることが明ら
かになっている。浸水地域に住む住民が多



質問：先日のマスコミ報道で、震災から３年
半が経過し、義援金を使い果たした被災者が
生活保護を申請するケースが出ている、との
趣旨の報道があった。
　今後予想されるのは、被災地における生活
保護世帯の増加であり、生活困窮者の割合の
増加であり、結果として懸念されるのは、被
災地被災家庭における子供の進学率の低下
だ。
　大学等の進学率は全国で 53.8％だが、厚生
労働省の調査によれば、生活保護世帯では
15.6％ということだ。高校進学率にも、生活
保護世帯と全国平均の進学率との間に大きな
乖離があり、岩手においても同様の結果と
なっている。経済的に恵まれない子供ほど、
進学率が低いことがデータとして明らかと
なっている。
　平成 26 年度、この４月の岩手の高校生の
大学等進学率は、42.4％で全国 47 都道府県
中 41 位であり、岩手の大学等進学率は全国
平均を大きく下回っている。
　教育委員会では、このような大学等の進学
率の全国との格差についてどのような認識で
いるのか。県内においても東日本大震災によ
り、現在、被災地を中心にかなりの数の生徒
が仮設住宅に住み、不自由な暮らしをしてい
る。大学進学事情に圏域ごとの格差があると
考えられるが、その進学率がどのようになっ
ているのか、そして、その状況をどのように

質問：被災が著しい沿岸地域では、震災後の
人口流出が深刻であり、労働力不足に拍車を
かけている。
　被災沿岸部では労働力不足が新規の企業の
沿岸被災地への進出を躊躇させているとの話
も聞こえてきており、住宅用地に活用出来な
い浸水地域を産業用地に想定している沿岸自
治体にとっては、人手不足はまちづくりの計
画自体にも大きな影響を与えることになる。
　商品の需要は大きいが、人手不足により商
品を供給出来ず休業に追い込まれたり、人手
不足により、地域内での平均賃金が上昇し、
事業者の経営を圧迫し、倒産に追い込まれた
りするケースが全国的にも増えている。
　国においては「日本再興戦略」改訂 2014
の中で、外国人技能実習制度の技能実習期間
を最大３年から最大５年に延長する方針を示

　この３年半被災地の復興の経緯を見て強く
感じるのは、更なる予算の投入と現場に即し
た制度の柔軟な運用が必要だということだ。
　岩手県内様々な地域において、家族経営の
中小の商店街が各市町村にある。これら道路
を挟んで並ぶ商店街は、１階が店舗で２階に
オーナーが住むという店舗兼住宅となってい
る建物が多い。
　その建物が店舗のみの通常の場合、４分の
３をグループ補助金で賄い、４分の１は融資
を受けることとすると、建物に抵当権を設定
する前に、財産処分の承認申請書を提出し国
の承認を受ける必要がある。補助金の入った
資産に抵当権を設定する行為は、その資産の
処分に当たるからである。

かった自治体ほど、震災直後の４週間の間に
脳卒中の発症率が高かったという結果が出て
おり、例えば、震災直後の陸前高田市では、
脳卒中の発症率が震災前の２倍になっていた
というだ。
　県では、東日本大震災と脳卒中発症との関
係をどのように分析しているのか問う。併せ
て、沿岸の医療圏は、震災前から脳卒中の死
亡率が高かったが、その原因と、県内の脳卒
中の死亡率に地域的な偏在など何らかの傾向
が見られるのか。
答弁：東日本大震災津波と脳卒中の関係につ
いては、岩手医科大学の研究などによると、
津波被害による長期間の避難生活や住環境の
大きな変化により、震災直後４週間の間に罹
患率が一時的に上昇したものと分析される。
　県内の脳卒中の死亡率については沿岸地域
において、男性では近年やや高い傾向が見ら
れる。

常任委員会視察：
「岩手県内水面水産技術センター」にて

常任委員会視察：
宮城県亘理町「亘理町いちごファーム」にて

復興特別委員会視察：南三陸町にて
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５．グループ補助金制度の
柔軟な運用について

４．震災による大学進学率への
影響と県立高校の再編について

６．被災地の人手不足対策について

分析しているのか。
答弁：基本的に生徒の進路指導で大切なこと
は、進学、就職のどちらの希望を選択するに
しても一義的には生徒本人と保護者の希望を
踏まえた進路を実現することにあると考えて
いる。
　震災による大学進学率への影響について
は、震災前に比べ、震災後における大学進学
率への大きな影響は認められない。その要因
は、多くの大学が被災地枠入試制度を設けた
り学費の減免措置を講じたり「いわての学び
希望基金」や奨学金制度の拡充など支援の充
実が大きく貢献しているものと認識する。
　県内圏域ごとの進学率は、盛岡、気仙、岩
手中部地区が相対的に高い傾向にある。

質問：「今後の高等学校教育の基本的方向」
の見直し作業をする上で最も大きい議論とな
るのは、学校の統廃合であり、その統廃合の
基準はどのようなものか、である。
　平成 23 年の高校標準法の改正で、公立高
校本校は 240 人を下らない、という規定が削
除され、したがって、現行では学校の規模
は、設置者である教育委員会が判断すること
となっている。
　教育委員会は、東日本大震災の高校再編へ
の影響をどのように考えており、それを踏ま
え、県立高校の統廃合の基準はどのようなも
のになると考えているのか。
答弁：高校再編の検討については震災以降の
沿岸部の人口推移や産業構造の変化、公共交
通機関の復旧状況と生徒の通学の状況も十分
に考慮する必要があると考える。具体的な高
校統廃合の基準については地域の皆様との丁
寧な意見交換を行いながら検討を進める。

　問題は、その建物が店舗兼住宅の場合であ
る。２階の住宅部分を住宅ローンで賄う場合、
その住宅ローンの抵当権は、店舗兼住宅の建
物全体にかかることになる。２階部分の住宅
ローンは、１階の店舗部分とは全く関係がな
いので、現行制度ではこの財産処分の申請に
は国の承認が下りず、金融機関は抵当権を設
定しない。よって住宅ローンの融資は受けら
れない。
　現在、１階部分の店舗はグループ補助金で、
そして２階部分は住宅ローンをあてにしてい
た沿岸被災地の店舗兼住宅の事業者は、建物
を建てられない状況となっている。
　沿岸部においては復旧事業に差が出てお
り、グループ補助金の採択を受けたが、土地
造成などに手間取り、まだ着工に至らない事
業者もあるが、復旧が進むにつれ、より多く
の店舗兼住宅の事業者がこの問題に直面して
いくのは明らかだ。
　グループ補助金を受けた店舗兼住宅の事業
者で、現時点でまだ着工していない事業者は
どのくらいいるのか。そして、この問題に県
は、どのように対処していく方針なのか。
答弁：店舗兼住宅の再建が想定される商店街
型のグループの事業者のうち、70 前後が未
着工となっている。
　グループ補助金を活用して店舗兼住宅を再
建する場合、住宅ローンにかかる抵当権の設
定について国から承認を得ることが難しい状
況にあり、本年６月に国に対し抵当権設定の
特例措置を要望した。
　国からはこの問題について対応を検討する
との回答を得ている。



　グループ補助金の入った店舗兼住宅に抵当権が設定出来ない現状を一般質問で質しました。沿岸被災地の商店街の多くは
店舗兼住宅になっています。釜石だけでなく他の自治体でも復旧の過程でこの問題が出てくるのは明らかです。「適切な対
応を」、と国に漠然と求めるのではなく、改正復興特区法の時のような具体的な対応策を国に提言すべきだ、と本会議で述
べました。
　この 11月５日に県から知らせがありました。国が、住宅ローンの店舗兼住宅全体への抵当権の設定を認める、と。関係
者の皆さんの努力と粘り強い働きかけの賜物でした。

あ と が き

小野共事務所：釜石市中妻町１丁目２１番10号
　　　　　　　電話：55−5112ＦＡＸ：55−5113
　　　　　　　メールアドレス：onokyo@live.jp

小野共への意見、提言を募集しております。活動の参考にさせて下さい。
電話、メール、手紙などどのような手段でも宜しくお願いします。

昭和44年2月21日生まれ：45歳
釜石市立唐丹小学校卒業、釜石市立唐丹中学校卒業、岩手県立釜石南高校卒業、ハイデ
ルバーグ大学（オハイオ州）卒業、サフォーク大学大学院（マサチューセッツ州）修士課
程（MBA)修了。

カメイ株式会社本社勤務後、（有）小野惣商店勤務。
平成19年8月：釜石市議会議員選挙初当選（1期目）
平成22年8月：岩手県議会議員選挙初当選（1期目）
平成23年9月：岩手県議会議員選挙当選（2期目）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
現在：農林水産常任委員会委員　人口減少少子高齢化対策特別委員会委員　議会運営
委員　県政調査会副会長　東日本大震災津波復興特別委員会世話人　復興スクラム議
連幹事長　民主党岩手県連幹事長代理　釜石高校ラグビー部OB会会長

小野共プロフィール
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７．国民健康保険等の
一部負担金免除について

８．ラグビーワールドカップ
釜石誘致の取組について

質問：一昨年９月末まで、国民健康保険、後
期高齢者医療制度、及び介護保険の免除措置
について、国は免除に要した費用の全額を補
助していた。
　一昨年 10 月以降、一部負担金免除にかか
る国の補助は、免除に要した費用の８割と
なったが、県では、被災者に対し医療や介護
サービス等を受ける機会を確保する為、国民
健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険及

質問：この７月４日、釜石市は、平成 31 年
に日本で開催することが決定しているラグ
ビーワールドカップの開催地に立候補するこ
とを正式に表明した。
　ラグビーワールドカップ日本大会は、世界
各地域の代表 20 チームが国内 10 から 12 会
場で 48 試合を行うもので、開幕戦と決勝戦
は東京の新国立競技場で行うことが決まって
いるが、他の会場は現在、ワールドカップ組
織委員会が立候補都市を募集している。
　今年 10 月に立候補が締め切られ、年明け
来年３月に開催都市が決定する。

しており、今後、外国人の人材の活用を進め
ていく方針を明らかにしている。
　出入国管理及び難民認定法により、団体管
理型の技能実習制度では、受入企業の常勤職
員数が、50 人以下の場合は３人、100 人以下
が６人などと受入企業の規模によって技術実
習生の受け入れ人数が決まっており、実習期
間は３年と規定されている。
　北海道の一部の地域では、国から構造改革
特区の認定を受け、この技能実習制度の枠を
広げている。
　政府は、技能実習制度の実習期間を延長す
る方向だが、この技能実習生の受け入れ人数
の拡大と実習期間の延長を早急に政府に要望
すべきと考えるが、見解を問う。
答弁：人手不足が特に大きな課題となってい
る水産加工業については、沿岸の基幹産業の
復興を早急に支援する必要があることから、
外国人技能実習生の受け入れ枠を拡大出来る
よう、現行制度における構造改革特区の活用
について検討を進めているところだ。

び障害福祉サービスの一部負担金の免除を継
続出来るよう、県内統一した財政支援を実施
しており、結果として現在、県内全ての市町
村において、東日本大震災被災者に対し一部
負担金の免除を行っている。
　岩手においては、この財政支援は今年１２
月までとしており、来年以降の支援の方針を
未だ発表していない。
　来年１月以降の一部負担金免除に対する県
の財政支援について、どのように考えている
のか。
答弁：応急仮設住宅での生活が長期化する中
で、被災者の多くは健康面や経済面での不安
を抱えており、引き続き医療や介護サービス
を受ける機会の確保に努める必要がある。
　県では平成 27 年１２月までの１年間、こ
れまでと同様に県内統一した財政支援を継続
する。

　開催都市になる為には、観客数最低
１万５千人収容のスタジアムが必要だが、立
候補を検討している自治体の中でこの規模の
スタジアムがないのは釜石だけだ。
　ワールドカップの釜石誘致は、釜石市が最
終的に自分で判断し開催地の立候補を決めた
ものだが、誘致にあたり、建設費、維持費等、
様々な課題があり、国と県の協力は不可欠だ。
今後、県の協力とはどのようなものになるの
か。
答弁：ラグビーワールドカップが被災地釜石
で開催されれば、全世界から頂いた支援への
感謝を伝えるとともに、復興の姿を発信する
ことができる絶好の機会になるものと捉えて
いる。
　一方、釜石市がこうした大規模な大会を開
催するには地元釜石市や沿岸市町村を始め県
民の方々のご理解と国、スポーツ振興団体な
ど関係機関の全面的な支援が前提となると考
える。
　今後、県としての支援の検討をしていく。

◆小野共への意見・提言募集◆

東日本大震災津波復興特別委員会視察：
JR気仙沼線BRT試乗


