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復興最優先！！
自信と誇りの持てるいわて・釜石・大槌の為に！！

平成27年5月1日発行

第11号

岩手県議会議員　小野　共

岩手県議会通信

　いつもありがとうございます。小野共です。平成 27 年 2 月定例会は 2月 17 日（火）から始まり 3月 23 日（月）
に終了しました。平成 27 年度（新年度）予算は 1兆 1112 億円となり、4年連続で 1兆円を超えており、このうち
震災対応分は 4487 億円で予算全体の約 4割を占めています。

　平成 27 年度予算について会派を代表して総括質疑をしましたので質疑の要旨を掲載します。

一般質問項目：  １．県政運営について
  ２．財政運営について
  ３．復興事業について
  ４．被災市町村への職員派遣の状況について
  ５．漁業、水産業の振興について
  ６．JR山田線の復旧について
  ７．海洋再生可能エネルギー実証試験場の選定について
  ８．シカ捕獲対策について
  ９．釜石橋野高炉及び関連遺跡の世界遺産登録に向けた取組について
 10．内陸に避難している被災者について
 11．被災者の二重ローン対策について
 12．脳卒中予防対策について



１．県政運営について

質問：昨年末のあるマスコミの世論調査によ
ると、知事の県政運営について、「評価する」
と「ある程度評価する」と答えた方々が回答
者の 64.7% だった。県民の評価は評価として
知事に伺う。東日本大震災以降、知事はこの
4年間の県政の運営を自身でどのように評価
しているか。
答弁（知事）：2 期目の知事就任以来、東日
本大震災からの復旧復興を最優先に被災地及
び被災者の生活を第一に考え、県政にあたっ
てきた。引き続き、本格復興に邁進し、目の
前の課題の解決に全力で取り組む。

２．財政運営について

質問：被災地の災害公営住宅、海岸保全施設
含めた社会資本の整備は 27 年度、28 年度で
ピークとなり、復旧事業はまだ道半ば。復興
予算の確保が被災自治体にとって現在の最大
の関心事だ。一方で、必要な予算については
国も県も潤沢な予算を編成出来る状態でな
い。県の復興計画は 8年間、平成 30 年度ま
での計画だ。平成 28 年度以降の年度ごとの
震災対応に必要な事業費をどのくらいと見積
もっているのか。
答弁 ：県では平成 28年度以降の復興事業
費総額を 1兆 7 千億円と見込んでおり、内
訳は 28年度が 5600 億円、29 年度が 3500
億円、30年度が 2800 億円、31年度以降が
5400 億円と見込んでいる。

質問：国では平成 28 年度以降の復興予算に
ついて明確な方向性をまだ示していない。26
年度の当初予算までで累計 27 兆円を超えて
おり、当初の予定 25 兆円を超えている。国
の方向性はどうなりそうなのか。今後の国へ
の働きかけをどのようにやっていくのか。
答弁（復興局長）：復興大臣は、復興事業を
これまで通り全額国庫負担で全て続けるのは
難しい、と発言している。復興が完了するま
での間、国の特例的な財政支援措置が継続さ
れて、新たな地方負担が生じることのないよ
う、被災4県で新年度早々に合同要望を行う。

３．復興事業について

質問：災害公営住宅の整備促進について伺う。
県内に災害公営住宅を整備する 12 市町村の
うち、27 年度末で整備を完成するのは 6 市
町村あり、残りの 6市町村はまだまだかかる

予定だ。最後の災害公営住宅の完成は山田町
の 30 年度となっている。平成 27 年度末時点
で大槌、山田、陸前高田は全体の整備戸数の
3割から 4割ほどしか完成しない。災害公営
住宅の整備が遅れている自治体に県が重点的
にてこ入れすべきではないか。
答弁（復興局長）：大槌、山田、陸前高田は
他の被災市町村と比較して公営住宅の整備が
遅れている。しかし現時点では用地の確保に
も目処が立ち、造成工事、設計、建築工事を
順次進めている。今後も災害公営住宅の整備
を円滑に進めることが出来るよう市町村と情
報共有や協力を図りながら進めたい。

質問：建設工事の入札不調の解消見込みにつ
いて伺う。県内の県営建設工事競争入札参加
資格者（県発注の公共工事に参加出来る建設
業者）の数はこの 6年でほとんど増えていな
い。しかし発注金額は平成22年度が429億円、
25 年度が 1822 億円と金額ベースでは県の発
注工事は震災前の 4倍となっている。建設業
者の数は変わらないのに発注金額は 4倍だ。
入札不調の解消の取り組みを伺う。
答弁（復興局長）：入札不調に対する施策は、
1. 工事発注規模の拡大や適切な設計労務単
価の反映、2. 入札参加者に係る施工実績や
地域要件の緩和、3. 復興 JV制度の活用や主
任技術者の兼任要件の緩和、宿泊費や宿舎建
設費に対する措置、などである。
　限られた県営建設工事入札参加者で復興工
事を円滑に進めるためには、工事発注規模を
拡大することで発注件数を抑制している。入
札不調となった工事についても随意契約に移
行するなど、不調は発生しているが契約は出
来ている状態だ。

質問：持ち家再建について伺う。仮設住宅に
入居されている被災者が新築の家を建てる場
合、生活再建支援金併せ、自治体により違い
はあるが、630 万円前後の補助がもらえる。
仮に 30 坪 1300 万円の家を建てる場合、それ
でもまだ 700 万円弱のお金が必要だ。現在の
県内の持ち家再建の状況を伺う。
答弁（復興局長）：県では県内の持ち家によ
る再建の目標を 9518 世帯としている。この
1月で 4536 世帯で目標の約半数の方々が持
ち家による再建を既に行っている。

質問：生活再建支援金の増額要望に対する国
の対応の見込みを伺う。
答弁（復興局長）：国では、個人の資産形成
につながる支援の拡充については慎重な姿勢
を取っている。引き続き国へ強く要望してい
く。

質問：民間の人手不足について伺う。被災地
においては相変わらずの人手不足が続く。昨
年 12 月の県内有効求人倍率 1.14 で震災後の
最高となった。特に大船渡管内は県内最高の
2.14 倍となった。水産加工を含む食品製造は
5.19 倍。水産加工を含む被災地の人手不足に
対し新年度ではどのような施策を講じている
か。構造改革特区も併せて伺う。
答弁（復興局長）：水産加工業における外国
人技能実習生の受け入れ枠拡大を図るため、
宮城県と共同で 1月 28 日に構造改革特区の
申請をした。国が認定すれば従業員 50人以
下の企業は年間の受け入れ人数を 3人から 6
人に拡大することが可能となる。
　併せて、企業見学会や面接会の開催などに

よる企業と求職者とのマッチングの機会の提
供に努めてきた。

４．被災市町村への
職員派遣の状況について

質問：行政職員の不足が復興事業のボトル
ネックになっている。震災以降 24 年度、25
年度、26 年度と被災自治体からの応援職員
の要請人数が増えており、26 年度は 737 人、
27 年度は 776 人が必要とされている。24 年
度以降、必要人数に対し 40 人弱が不足して
いる。27 年度の見込みと職員調達の働きか
けをどのようにやっていくのか。
　復興の度合いが進むにつれ必要な職員の質
（職種）もかわってきているだろうがそれも
伺う。
答弁 ：平成 27年度においては、被災市町
村から 788 人の要請があり、現在、調整中
のものを含め 700 人の確保が見込まれてい
るが、未だ 88人が不足する見込み。必要な
職員の確保に向けては、これまで、任期付職
員を含めた県職員の派遣拡大、内陸市町村へ
の要請、被災三県合同による全国自治体への
要請など、国とも連携しながら様々な手段に
より取組を進めてきたところ。
　また、復興のステージが変化するにつれて、
全市町村一様ではないものの、被災市町村か
らの必要な職種の要望も変化している。全体
としては、漁港や防潮堤、災害公営住宅など
のハード整備の本格化により、土木職や建築
職の要望が増えているほか、一般事務職では、
用地取得の進捗により用地事務は減っている
ものの、税務関係などの事務が増えている。

５．漁業、水産業の
振興について

質問：水産業の基盤整備について伺う。長期
的な漁業・水産業の発展の為、単なる復旧の
み行うのではなく、未来に向けた復興を目指
していくことが必要だ。特に漁港については、
将来の水産業の発展を見据えながら、作業の
効率化、安全な就労環境の確保など漁港施設
の質の向上を図っていくことが必要だ。
　県は、今後の水産業の発展に向けた漁港機
能の充実・強化を図るため、どのように整備
を進めていくのか、具体的な取組も併せ伺う。
答弁 ：水産業の復旧・復興に向けた生産
基盤の整備が着実に進められており、今後は、
地域ニーズを踏まえ、計画的に漁港施設の整
備を推進していく必要があると認識してい
る。
　県では、今後の水産基盤整備の具体的な方
向性を示す「岩手県水産基盤整備方針」を本
年 2 月に策定したところであり、今後は、
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この方針に掲げている「漁業生産の効率化・
就労環境の向上」、「漁港における防災・減災
対策」、「漁港内からの早期避難対策」などを
重点的に推進し、漁港の機能の充実・強化を
図っていく。具体的には、水産物の陸揚げや
漁船への乗り降りが容易にできるよう潮位に
応じて上下する浮桟橋の整備、地震・津波発
生後においても漁港施設の機能を維持できる
よう岸壁や防波堤等の強化、津波警報発令時
に漁港から高台へ迅速に避難するための津波
避難誘導デッキ等の整備などを進めていく。

質問：韓国の本県水産物の禁輸措置について
伺う。一昨年、平成 25 年の 9 月から韓国が
青森、岩手、福島、を含む 8県の水産物の輸
入を禁止している。震災前平成 22 年は岩手
から韓国への水産物輸出は 2億 8400 万円ほ
どあったが禁輸措置後、平成 25 年の禁輸措
置までの 510 万円ほどを最後に輸出が途絶え
ている。昨年末と今年1月に韓国から北海道、
青森、岩手、福島等に調査に入っているよう
だが。どのような調査が行われたのか、また
今後の禁輸解除の見込みについて伺う。
答弁 ：本県では、1月に久慈市営魚市場で
韓国政府による調査が行われ、本県における
水揚げから流通・販売までの産地情報の取扱
いや放射性物質検査の実施状況等について確
認がなされた。これに対し、国、県及び市場
関係者から、流通・販売に際しては産地情報
が適正に伝えられていることや水揚げの際に
放射性物質検査を実施しており、現在は放射
性セシウムが検出されることは稀であること
などを説明。
　国によると、韓国側から今回の調査結果や
専門家委員会の検討状況は示されておらず、
禁輸解除の見込みは不明とのことであるが、
県としては、引き続き、国に対して早期解除
に向けた韓国への働きかけを求めるととも
に、本県水産物が安全であることを広く発信
していく考え。

質問：秋サケ漁について。平成 26 年の水揚
げ 1万 8千トン、約 530 万尾ということだっ
た。予想に反し、4年魚の不足を 5年魚でカ
バーし、昨年度の水揚げ量と比べ減少とはな
らなかった。この春放流にむけて震災後の孵
化場の稼動状況と種卵の確保の状況を示せ。
　3年魚がよかったということは単純に来年
の 4年魚は期待できるのか。来期の見通しを
示せ。
答弁（復興局長）：現在、復旧を予定する
20 の孵化場全てが稼動し、震災前と同水準
の約 4億尾の稚魚を生産している。現在の
種卵は、定置網で捕獲した秋サケの親魚とし
ての利用や孵化場間の種卵の調整などで計画
を上回る 4億 7千万粒の種卵が確保されて
既に放流が開始されている。来期の見通しは
23年度の稚魚放流数が計画の4億尾に対し、
2億 9千万尾に留まっていることから、今年
度並みに厳しくなると予測される。

質問：アワビの水揚げについて伺う。震災前
は年間 800 万個稚貝を放流していたが 震災
の影響で 23 年と 24 年は稚貝は放流出来な
かった。アワビは 3年から 5年で漁獲サイズ
となる。昨年度は稚貝の生産を 194 万個まで
戻したが、来年度の稚貝の放流見込と来期の
アワビの水揚げ見込を示せ。
答弁（復興局長）：震災で壊滅的な被害を受
けたアワビ種苗施設は平成 26年度から生産

を再開している。27 年度は震災前を上回る
890 万個の種苗放流が予定されている。来
期のアワビについては、震災により 23年と
24 年は種苗を放流出来なかったことなどに
より、ここ数年は震災前と比べ低位で推移す
ることが予想される。

質問：昨年、県の漁業取締船「はやちね」が
竣工、稼働した。本県では、昨年度、一昨年
度と連続して、密漁グループによるアワビ大
量密漁事件が発生している。密漁グループに
よるアワビ密漁は被害額が大きく、アワビ漁
業や漁業者に大きな影響を与える。新年度の
密漁対策を示せ。
答弁（副知事）：震災後、多くの漁業者が被
災し、浜から離れていることなどから、アワ
ビ密漁への浜の監視力が低下し、漁業取締事
務所への不審者情報等の通報が非常に少なく
なっている。新年度では漁業の漁業監視員を
対象とした監視マニュアルの作成・普及や一
般漁業者向けの啓発活動の強化を行う。昨年、
新たに竣工、稼動した高速漁業取締船「はや
ちね」による海上の監視、取り締まりに取り
組んでいく。

６．JR山田線の復旧について

質問：昨年 1年かけて沿線自治体と県を中心
に県民全体の議論となりながら三陸鉄道への
移管を検討した。本当に必要なのかなどの議
論があり、この 4 年間の議論は無駄ではな
かった。
　昭和 61 年に三鉄が開業した際、国鉄から
もらった転換交付金 18 億の一部、7 億 8
千万円を三陸鉄道運営助成基金として基金に
している。しかしそれが現在2000万円を切っ
ている。三鉄が 26 年度 1 億の赤字予定でほ
ぼ無くなり、30 年で使い切ったことになる。
　JRからの 30 億も基金になると思うが、基
金の利用計画を早期に作るべきだ。現時点で
の利用の基準はどのようになるものか伺う。
答弁 ：当時の転換交付金は久慈線、盛線、
宮古線について 18億 1千万円が交付された
ものだ。これを現在まで三陸鉄道の設備の更
新に使ったり経営の赤字に充ててきたもの
だ。

７．海洋再生可能エネルギー
実証試験場の選定について

質問：海洋再生可能エネルギー実証試験場選
定の漁業者にとってのメリット、デメリット
は何か。
答弁 ：漁業者にとってのデメリットは、
海域に設置される発電装置の周辺で何らかの
影響が出るなどのことが考えられる。実証試
験場で得られる波高、潮の流れや水温など漁
業で活用出来るデータの提供やメンテナンス
の際の漁船の利用などで漁業者に対するメ
リットを提供する仕組みづくりを今後検討し
ていく。

質問：今後、実証試験開始の際に地元の業者
が下請けに参加出来るよう地元企業の勉強会
を立ち上げる必要があると思うがどう考える
か。
答弁 ：NEDOの波力発電システム研究開
発プロジェクトの採択をきっかけに、地元企
業においては発電装置の海上設置工事、運用

開始後の保守管理に係る電気工事、船舶作業
など、将来、参入可能な技術分野への関心が
高まっている。このため地域の産業支援機関
を中心に研究会を組織する動きがあるので、
県としてその活動に対する助成などの支援を
行う。

８．シカ捕獲対策について

質問：シカによる農業被害が、24 年度 2億 8
千万円、25 年度 2 億 9 千万円、今後も拡大
傾向が予想されている。長野などでは生息域
の調査などを行い、生息数が多い区域でピン
ポイントで捕獲を行っている。マスコミ報道
によると長野では被害額がピーク時の 6割に
なったとの報道があった。
　新年度にシカ対策全体で 2億円ほど予算化
されているようだが、方針を伺う。
答弁 ：県では、平成 25 年 11 月に「第 4
次シカ保護管理計画」を策定し、農林業被害
の低減に向け、県猟友会、市町村との連携に
よる捕獲の強化に重点を置いた管理施策に取
り組んでいるところであり、実績として、直
近の平成 25年度は目標の 7,700 頭を大きく
上回る 9,619 頭を捕獲したところ。新年度
予算では、効果的な捕獲を推進するため、生
息状況調査や希少高山植物の食害が懸念され
る早池峰山周辺地域の監視を強化するほか、
新たに創設される国の交付金を活用し、県に
よるシカ捕獲を拡充することとしている。
　また、高齢化等により狩猟者が減少してい
る現状を踏まえ、新たな捕獲の担い手の確保
に向け、若年層に焦点を当てた研修会や地域
ぐるみの捕獲体制整備にも取り組むこととし
ている。今後においても、生息状況のモニタ
リングにより対策の効果を検証しながら、県
猟友会、市町村との連携による捕獲対策の一
層の推進に取り組み、シカの適切な管理を進
めていきたい。

９．釜石橋野高炉及び関連遺跡の
世界遺産登録に向けた取組について

質問：釜石橋野高炉及び関連遺跡が「明治日
本の産業革命遺産、九州山口と関連地域」の
構成遺産となっている。昨年 9月にイコモス
の調査を受け、この 6月にドイツで開かれる
ユネスコの世界遺産会議での登録待ちの状態
である。新年度の県の登録に向けた取組を伺
う。
答弁 ：橋野高炉跡及び関連遺跡について、
昨年 1月に国がユネスコ世界遺産センター
に正式に推薦書を提出し、世界文化遺産登録
の申請をしたところだ。本県及び釜石市を含
む 8県 11 市で構成する「九州・山口の近代
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制度の説明や丁寧な相談対応を行い、しっか
り生活再建できるよう、取り組む。

12．脳卒中予防対策について

質問：岩手の平成 22 年の脳卒中の死亡率が
男女ともにワースト 1位だった。平均寿命も
岩手県は男性ワースト 3位、女性ワースト 6
位だ。脳卒中対策を含めた健康対策は新年度
にどのように反映されているか伺う。
答弁 ：脳卒中対策については、健康いわ
て 21 プランで脳卒中死亡率全国ワースト 1
からの脱却を全体目標に掲げており、平成
27 年度は、減塩の必要性を啓発すること、
運動習慣の定着のため、優良な取組を表彰す
ること、禁煙希望者に禁煙パッチなどを配布
することなどの事業を進めていくこととして
いる。
　また、県や関係団体等で構成する岩手県脳
卒中予防県民会議においては、脳卒中予防に
対する県民のさらなる意識啓発のため、構成
団体が実施する広報活動やイベントを通じた
普及啓発及び岩手県脳卒中予防県民大会の開
催など、県民総参加の取組を今後も進めてい
く。

化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会では、
登録に向けた取組を推進するとともに、本年
6月末からドイツで開催される第 39 回世界
遺産委員会で世界文化遺産登録の決定を受け
た場合にあっては、登録記念事業の開催や登
録記念誌の作成等を行うこととしている。
　また、本県においても、橋野高炉跡及び関
連遺跡の価値の理解促進や普及啓発を図るた
め、シンポジウム等の登録記念事業を開催す
ることとしている。更に、橋野高炉跡及び関
連遺跡を題材とした観光誘客のための情報発
信などにも取り組んでいきたい。

10．内陸に避難している
被災者について

質問：沿岸被災地から内陸へ避難している被
災者の方々へのケアについて伺う。沿岸被災
10 市町村から内陸のみなし仮設住宅に入居
されている被災者の方々は昨年末で 711 世帯
いる。一番多いのが大槌の 193 世帯。この他
にも息子、娘夫婦、親戚の家に避難されてい
る方もいる。この被災者の方々への避難先自
治体の対応、そして避難元の自治体の対応、
よく連携はとれているのか、地元を離れた被
災者の方々への行政の対応を伺う。
答弁 ：避難先の内陸市町村では、交流ス
ペースの設置や定期的な情報提供のほか、一
部の市町村では、高齢世帯向けの福祉タク
シー券等の交付を行っている。また、生活支
援相談員や保健師等による戸別訪問など、継
続的な見守りも行われている。一方、沿岸市
町村では、県外や内陸に避難している方々に
対し、広報紙や復興の進捗がわかる資料の送
付のほか、一人ひとりの住宅再建の意向調査
を実施し、復興事業への確実な反映に努めて
いる。
　また、県では、支援制度や災害公営住宅の
募集状況等の定期的な情報提供のほか、電話

や訪問による相談対応を行っている。これま
でも市町村ごとに、避難者交流会の開催や住
民説明会の開催場所の確保等、内陸市町村と
連携した取組が行われてきたところだが、県
においても先月、内陸市町村担当者の方々と、
「避難者支援に関する意見交換会」を開催し
たところであり、県がパイプ役となり避難元
や避難先の市町村とも連携し、被災者に寄り
添った生活再建が実現できるよう支援を行っ
ていく。

11．被災者の二重ローン
対策について

質問：震災前の借入金を減免する個人版私的
整理ガイドライン制度について伺う。先日の
マスコミ報道によれば、岩手、宮城、福島 3
県の仮設住宅で暮らす被災者の方々への調査
でこの制度を知っているとの回答が 2割だっ
た。当初は 1万人の活用を見込んでいたが直
近の累計では全国で減免が成立したのは
1,191 件ということだ。岩手県ではそのうち
この 2月 20 日で 306 件。被災者の 2 割しか
知らない。周知不足ということだ。
　利用するかしないかは被災者の判断である
が、制度の周知は行政の施策として必要だ。
新年度の周知の為の具体的な施策を伺う。
答弁 ：個人版私的整理ガイドラインの制
度の周知について、金融機関に対しては、こ
れまでも制度周知の要請をしてきたが、今後
も国とも連携を図りながら、制度の周知と活
用促進について働きかけていく。
　被災者の方々については、これから高台移
転などの住宅再建に伴い、二重ローンの問題
が具体化してくることから、引き続き、制度
の周知に努めるとともに、各地域で開催され
る住宅再建相談会を活用しながら、住宅再建
の意向や資金計画などをお聞きし、既往の債
務がある場合には、岩手弁護士会とも連携し、
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昭和 44 年 2 月 21 日生まれ：46 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　釜石ユネスコ協会会長　釜石高校ラグビー部OB会会長

◆小野共への意見・提言募集◆
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。

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

小野共プロフィール

あ　と　が　き
　９月の県議会議員選挙は、民主党を離党し「無所属」で立候補することに決めました。政党の枠にとらわれることなく
復興事業に携わり、政治活動をしたいと思ったからです。岩手には岩手の事情や条件、長所があり、岩手には岩手特有の
課題があります。当然です。これを党本部の方向性ということだけで全国全ての都道府県議会で画一的に議論するには無
理があります。岩手・釜石・大槌にとって何が大切で何を最優先にやらなくてはいけないのかを政党の枠にとらわれるこ
となく素直に考えていくべきと思い、「無所属」での立候補を決断しました。

特別委員会視察：富山県庁にて


