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復興最優先！！
復興から未来へ！！

平成29年３月１日発行

第16号

岩手県議会議員　小野　共

岩手県議会通信

平成28 年12 月14日（水）   一般質問項目
１．高レベル放射性廃棄物最終処分場について
２．医療機器関連産業の育成と医工連携について
３．漁業者の担い手育成について
４．岩手県立釜石祥雲支援学校の移転新築について
５．県道35号釜石遠野線の整備について
６．ラグビーワールドカップ 2019の準備状況について
７．津波てんでんこについて

県政調査会にて訪英団調査報告

　新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
　昨年12月定例会において一般質問を致しました。釜石・大槌における重要課題を取り上げ持論を話し、
県の見解を質しました。質問の一部を掲載します。



質問：平成 24年、大阪府堺市で開催さ
れた日本地質学会で高橋正樹日本大学教
授が、原子力発電所から出る高レベル放
射性廃棄物の最終処分地の立地について、
「国内で３地域の地層が最も安定してい
る」という見解を発表した。国内の３地
域とは、北海道根釧海岸地域、福島県阿
武隈高原海岸北部地域、そして本県、北
上山地の海岸地域である。
　政府は、高レベル放射性廃棄物最終処
分場の候補地を「科学的有望地」という
名前にし、日本地図を「適性がある地域」
と「より適性の高い地域」に色分けし、
今月 12 月にこの「科学的有望地」を公
表する方針だ。昨年末の共同通信の調査
によると、最終処分地の候補地に選ばれ
た場合の対応として 47 都道府県中、本
県を含む 21 道府県が既に拒否の姿勢を
鮮明にした、という事だ。
　本県の将来 10 万年を左右する重大な
問題であり、したたかに慎重に万全を期
して情報を収集し、対策を考える必要が
ある。
　判断は市町村単体の枠を越えており、
処分場立地は明らかに単体の市町村だけ
の利益不利益ではなく複数市町村にまた
がる広域的なものである。県の役割は当
然大きなものである。
　知事に伺う。岩手県北上山地海岸地域
が「科学的有望地」として公表された場
合の県の対応とその根拠を聞かせてほし
い。
答弁（知事） 岩手県ではこれまで様々
な機会を通じて高レベル放射性廃棄物最
終処分場の受入に明確に拒否してきた。
今後もこの姿勢は変わらない。県として
は当面は「科学的有望地」の提示及び特
定放射性廃棄物最終処分場に基づく調査
の動向を注視していく必要があると考え
ているが、今後も最終処分場を受け入れ
る考えはないという姿勢で臨みたい。

質問：処分場の場所を決める上で、沖
縄の米軍基地のようにどこかの都道府県
に負担が集中するというような事態は避
けなくてはいけない。根本的に国の進め
る核燃料サイクルとこれに付随する高レ
ベル放射性廃棄物の処分について県の認
識を伺う。
答弁（知事） 原発事故以降、国民の間
で原子力の安全性に対する信頼が大きく
揺らぎ、エネルギーに対する国民の問題
意識の変化を踏まえたエネルギー政策が
求められている。高レベル放射性廃棄物
の地層処分については、日本学術会議が
「万年単位に及ぶ超長期にわたって安定し
た地層を確認することに対して、現在の
科学的知識と技術的能力では限界がある」
と指摘している。こうした指摘や意見に
答えるのは国の責務であり、核燃料サイ
クルと高レベル放射性廃棄物の処分につ
いても国の責任において国民的議論を行
いながら検討していくべき。

質問：県は「医療機器関連産業」を「自
動車産業」、「半導体関連産業」に次ぐ新
たな中核産業にする考えでこの 10 年の
施策を考えている。しかし実態は、「医療
機器関連産業」が「自動車」、「半導体」
に次ぐ岩手の第３の柱であるとはとても
言うことが出来る状況にはない。
　そもそもその産業の従業員数、事業者
数、出荷額、まずこの３点がその産業が
中核産業かどうかを判断する要素である。
県では、医療機器関連産業を中核産業と
していくため、これら３要素の現状の認
識と今後の取組、成果を聞かせてほしい。
答弁  「医療機器関連産業」は、容易に参
入し難い分野であるが景気の動向に左右
されにくく高齢化の進展などにより今後
も成長が見込まれる。
　県では平成 22 年度から医療機器の開
発につなげるため、延べ 24 社に対する
支援を実施し、岩手医科大学が中心とな

って産学官連携により実施する高度医療
機器等の開発を支援してきた。
　現段階での主な成果は本県オリジナル
のコバルト合金を活用した脊髄内固定器
具が本年８月に国の製造販売承認を受け
るなど、医療機器等の開発や製品化が進
展してきている。

質問：平成 20年、震災前に 9948 人い
た本県の漁業就業者は平成 25年に 6289
人となり、昭和の後期以降、毎年 400 人
のペースで減少してきた。今後も減少が
継続するとすれば、平成 30 年には県内
の漁業者は 5000 人を割り込み、平成 35
年には県内の漁業者は計算上 3000 人ほ
どになることが予想される。実に平成 20
年の３分の１程度の数だ。
　この３月に策定した「岩手県漁業担い
手育成ビジョン」は、この４年間の基本
目標として年間販売額が１千万円以上の
経営体を増やすこととしており、漁業で
働く人を増やすための最大の推進力が所
得の高さであることは間違いなくその通
りである。しかし漁村で漁業に携わる人
を増やすためには「所得」だけでなく、「交
通」、「住居」、「学校」、「病院」、「子育て
環境」など様々な条件と施策が必要とな
る。漁村に限らずその市町村又は都道府
県においてその施策の集合体が良くなけ
れば人口は増えない。人口を増加させた
かったら自治体の施策を磨くしかない。
　漁業者にとって生活する上で最大の不
安の１つは年間及び月々の収入が安定し
ないことだ。養殖漁業者にとって水揚げ
収入のほとんどがその時々の入札の価格
に大きく左右される。その月々によって
収入に大きな差があり、去年と今年の収
入にも大きな差が出ることも稀ではない。
この状況では計画性をもって育児をし、
子供を育て学校に入れ、自分達の老後を
心配する、というようなことを考えるの
はかなり難しい状況である。
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陸前高田市役所にて航空自衛隊山田分屯基地にて

県立総合防災センターにて

高レベル放射性廃棄物最終処分場
の本県への関わりについて

医療機器関連産業の育成と
医工連携について

漁業者の担い手育成について



　腕のよい漁師の方々は自分達で収入を
上げていく。しかし、「収入の不安定さ」
は沿岸のかなりの割合の漁業家の方々が
不安に思っていることだ。これを議論せ
ず、担い手の育成を考えるは難しい。県
の見解を聞かせてほしい。

答弁（農林水産部長） 漁業の生産は自
然環境の条件に左右され変動が大きいこ
とから県では「つくり育てる漁業」の推
進が重要だと考え、栽培漁業、養殖業に
取り組んできた。その結果、「つくり育て
る漁業」の生産額は本県沿岸漁業の７割
を占めるまでに至った。
　県では今後、東京築地市場での評価の
高いエゾイシカゲガイや、マガキの新た
な養殖技術の普及のほか、企業との連携
による養殖生産物や加工品の販路拡大、
ブランド化による高付加価値化の取組を
促進していく。
質問：沿岸部の養殖漁業家は、その湾
の地形、水温、海水の流れなどを考慮し、
ワカメ、昆布、ホタテ、カキ、ウニ、ア
ワビなどを組み合わせ漁業を営んでいる。
それぞれの湾の大きさが決まっている以
上、海藻や貝の餌となるプランクトンや
酸素、有機物の量も決まっている。つま
り湾内で取れる海藻と貝類の量には限界
があるということだ。
　平成 20 年に１万人弱いた漁業家が震
災で 6300 人ほどまで減少した。漁業家
が１万人いた平成 20 年の水揚と現在の
6300 人の水揚を同じにすることが出来
れば確かに１漁業家あたりの収入は増え
ることになる。
　沿岸部で高収入を誇る漁村ではその家
の漁業を長男だけに継がせ、次男、三男
には漁業をさせないという慣習がある地
域もある。この慣習はその湾内で取れる
最大の水揚量に鑑み、漁業家を現状から
増やさず、その地域の現在の漁業家全員
が高い収入を得続ける為の地域の知恵で
ある。
　漁村の全ての漁業家が高い収入を得続
けるために、今後漁業家がただ増え続け

ていくことが必ずしも良い結果に繋がる
とは限らない、ということを担い手育成
を考える上で県は念頭においておかなく
てはいけない。
　「漁業振興」とは、「漁業家自体を増や
すこと」なのか、それとも「各漁業家の
所得を増やすこと」なのか、震災を機に
我々は大きな漁業振興施策の選択を迫ら
れている。
　県の基本的な認識を伺う。

答弁（農林水産部長） 東日本大震災
後の本県の養殖施設台数は１万７千台と
なっているが震災前は２万４千台だった。
将来的な施設整備の余地があるものと認
識している。一方、漁業者１人あたりの
施設台数は増加しており、経営規模は拡
大している。県では意欲ある漁業者の保
有施設台数の拡大により新たな担い手の
確保、育成を進め、本県漁業の振興に努
めていく。
質問：担い手を増やすためには、まず
漁業者が減らない工夫をすべき。漁業者
の高齢化の問題は、高齢化が進み、若手
の担い手がいなくなり漁村が過疎化する
ことであり、漁業者の平均年齢が上がる
こと自体は問題ではない。むしろ高齢の
漁業者が元気でいつまでも働けること自
体は良いことだ。
　震災を機に漁村集落から街の西側に避
難、移住した多くの漁業者がいる。漁村
を離れた漁業者の漁業権について、現在、
水産庁では、一時的に避難している漁業
者が漁場から離れても操業を認めるよう
各漁協に通知している。震災から５年経
ち、そろそろ本格的に漁業権の地理的範
囲を考える時期に来ている。震災前の漁
業権のルールを当てはめれば漁村を離れ
た漁業者には漁業権がなくなる。
　「漁業」は誰のものなのか。「漁村に住
む人のもの」か、それとも「漁業を生業
としたい人たちのもの」なのか。漁業権
の拡大は漁業の今後と沿岸被災地の今後
のまちづくりを考える上で避けては通れ
ない根本的な議論だ。

　県の漁業権の地理的範囲の拡大につい
ての基本的な考えを聞かせてほしい。
答弁  漁業者が養殖業や採介藻漁業を営
むためには漁協の漁業権行使規則に定め
る地区内に住んでいることが必要。東日
本大震災に伴い、被災漁業者が規則に定
める地区を離れ仮設住宅等での生活を余
儀なくされたことから、国は平成 25 年
度に特別措置を講じ、これらの漁業者が
被災前に利用してきた漁場において引き
続き養殖業を営むことが出来ることとし
ている。
　県としては漁協や漁業者の意向を確認
しながら漁業権の切替えが行われる平成
30年度以降においても特別措置が継続さ
れるよう国に要望していく。

質問：現在、祥雲支援学校のグラウン
ドはテニスコート１面分くらいの広さし
かなく、体育館もない。校舎内には実習
室もなく家庭科室、図工室、音楽室など
の特別教室も狭く設備不十分の状態とな
っている。この為、現在、支援学校高等
部の生徒は支援学校を出て、県立釜石高
校の校舎内の一角で授業を受けている。
　平成 26年７月、「岩手県立祥雲支援学
校の校舎等に関して環境整備を求める会」
が祥雲支援学校の移転新築を求める県内
15635 名の署名を集め、岩手県議会に「岩
手県立釜石祥雲支援学校の校舎等に関し
て環境整備を求めることに関する請願」
を提出し、これが県議会で採択された。
平成 12年、今から 16年前の採択と合わ
せ同じ請願の２度目の採択となった。
　整備検討協議会の検討内容、進捗状況
と釜石祥雲支援学校移転新築の方向性を
伺う。

答弁（教育長） 祥雲支援学校の教育環
境の改善に向けて、これまで整備検討協
議会において移転候補地の絞込みや学校
のあり方を中心に協議を行ってきた。移
転候補地については旧釜石商業高等学校
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高エネルギー加速器研究機構にて防災科学技術研究所にて

トゥイッケナムグラウンドにて

岩手県立釜石祥雲支援学校の
移転新築について



主要地方道釜石遠野線の
復旧予定について

　遠野から橋野鉄鉱山までの最短のルー
トは釜石遠野線であり、世界遺産への観
光ルートとして、そして釜石市北部の住
民の内陸への最短ルートとしてこの道路
を整備する必要がある。
　主要地方道釜石遠野線の改良について
その検討状況と、今後の方針について伺
う。

答弁（県土整備部長） 県では復興計
画において釜石遠野線を復興関連道路と
位置づけ釜石市剣（つるぎ）地区等で整
備を進めてきた。笛吹峠付近は幅員が狭
く急カーブが連続しており、橋野鉄鉱山
の世界遺産登録により交通量が増加して
いることから改善に向けて整備が必要な
区間と認識している。
　現在、笛吹峠付近について局部的な拡
幅とカーブの緩和、退避所の設置を検討
している。

跡地を第一の候補とすることで関係者の
一定の理解が得られた。今後は児童生徒
の送迎手段の確保や下校後における福祉
サービス事業所との連携のあり方につい
て関係者の皆様と丁寧な対応を協議して
いきたい。

質問：台風 10号により、主要地方道釜
石遠野線も多くの箇所で被災し、現在、
この道路は笛吹峠で現在通行止めとなっ
ている。現在、釜石市の栗橋地区、及び
鵜住居地区等の住民が内陸部に向かうた
めには、市を大きく迂回しなくてはなら
ず、早期の全線復旧が必要だ。
　現在、被災した主要地方道釜石遠野線
の本復旧に向けて、災害復旧事業が進め
られているところであるが、今後の復旧

の予定と開通の時期について伺う。
答弁（県土整備部長）  台風 10号に
よる釜石遠野線の被災箇所は釜石市 19
箇所、遠野市９箇所に及ぶ。復旧箇所が
多く、幅員が狭いなど作業条件が厳しい
ことから復旧には一定の期間が必要だと
想定している。平成 29 年度内の全線開
通を目標に進めていきたい。
質問：釜石市には交通網の脆弱さから
「陸の孤島」と呼ばれた時代があった。今
でこそ、釜石は東北横断自動車道釜石秋
田線や国道 283 号の改良整備などによ
り、内陸部との交通環境がかなり改善し
ているが、もう一つの内陸部への主要な
交通路である「主要地方道釜石遠野線」は、
急峻な地形にあって狭隘で曲がりくねっ
た路線となっており、釜石市からも継続
的に「産業経済の発展に欠かすことので
きない路線」として笛吹峠付近の抜本的
改良整備を要望している。
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昭和 44 年 2 月 21 日生まれ：47 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）
平成27年9月：岩手県議会議員選挙当選 （３期目）

現在：総務常任委員会委員長  情報公開審査会会長  医療福祉介護対策調査特別委員会委員
復興スクラム議員連盟幹事長  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 17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
　１月６日に父が亡くなりました。釜石市議４期、代議士４期、釜石市長を１期務めさせて頂きました。平成２１年１１

月に脳出血で倒れ、それからはほぼ寝たきりの生活を送っておりました。やりたいことをやった人生だったと思います。
多くの方々にご支援を頂き、ご迷惑をかけてしまいました。新年早々お騒がせいたしました。
　平成２９年新しい年。心を新たに更に精進し努力していきたいと思っております。今年も宜しくお願い致します。

決算特別委員会秋田市議会にて

一般質問の様子


