復興最優先！
！
復興から未来へ！
！

令和元年６月１日発行

岩手県議会議員 小野 共

岩手県議会通信
第18 号

岩手県議会議員の小野共です。「令和」の時代が始まりました。新たな気持ちで議員活
動に臨みます。
２月定例会で会派を代表し初めての「代表質問」を行いました。テレビ中継がされ県民
の皆さまから多くのコメント、評価を頂きました。質問の一部を掲載しますので、小野共
の考え、哲学をご覧下さい。
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１

 日本大震災津波からの
東
復興について

質問：今後行政は、全県民、被災さ

れた方々に対しどのように向き合っ
ていくのか。大きな被害を受けた自

治体として岩手は世界の中でどのよ
うな役割を果たすのか。被災県の知
事は県民と被災者に今後どのように
向き合っていくのか。そして世界に
どのようなメッセージを送り続けるの
か。県民の、
未来への決意を語る「岩
手宣言」のようなものも必要なのか
も知れない。広島と長崎が世界で大
きな役割を果たすように、岩手も「災
害により亡くなる人がいない世界」

横浜港湾局にて

を訴えていく必要がある。知事の考
えを聞きたい。
「誰一人として取り
答弁
（知事） ：

残さない」という理念の元、引き続

き地域のコミュニティーや人と人、
地域と地域のつながりを重視しなが

ら被災者一人ひとりの復興が成し遂

げられるよう、必要な取組を最後ま
で実施していく。
「未来への決意を語

る宣言」については、復興事業の進
捗状況や被災市町村の動向などを踏

まえながら必要な発信を行う。

２

岩手の漁業について

質問：近年の岩手沿岸漁業の水揚げ

の低迷は異常と表現される。今後の
漁業施策には「必然性」と「計画性」
の視点がより必要だ。放流と水揚げ
の関係、生産と水揚げの関係の必然
性を探り、漁家が得る所得をより予
測可能なものにしていく努力が必要
だ。生産と水揚げの関係をより明確
にし、沿岸の漁業の水揚げをより予
測可能なものにしていかなくてはい
けない。
知事の見解を聞かせて欲しい。

さぬきこどもの国にて

に向けて北上川水系のサケを活用し
た高水温などの環境変動に強い稚魚

であるサケは漁獲量が減少しており

たにサケ・マス類の海面養殖の事業

る。自然ふ化は生物の遺伝的多様性

査を実施するなど、安定的な漁業収

し自然ふ化を拡大した場合、人工ふ

の生産技術の開発を進めるほか、新

化に向けた先進地調査や市場動向調

入の確保に積極的に取り組んでいく。

質問：日本の鮭の不漁の原因は世界

的なサケ同士の競合と言われ、対策
として世界の研究者達の主張は、強
い稚魚を作るというもので一致して

答弁
（知事） ：漁業は自然環境や資

源動向に左右され、生産量や生産額

の変動が大きいことから安定した漁
業収入を確保することが重要だ。県

では、今後ともサケの回帰率の向上
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答弁
（知事）：本県漁業の主力魚種

いる。岩手でも 4 億尾の放流にこだ
わらず自然ふ化を研究し人工ふ化と
併用していくことを考えるべきだ。
知事の見解を聞きたい。

早急に資源の回復を図る必要があ

の確保に有効と言われている。しか
化放流に使用するサケの数を更に減

少させることとなる。サケ資源が十

分に回復するまではふ化場において

適正な飼育密度や与える餌の量等の
飼育管理を徹底し、計画的に 4 億尾

水準の健康な稚魚を生産し放流して

いくことによりサケ資源の早期回復

を図ることが重要と考えており、自
然ふ化と人工ふ化放流との併用は今

後に向けた課題と考える。

質問：昨年 12 月、漁業法が成立した。 う研究者組織等関係機関と綿密に連

有効活用されていない漁場を民間に

携して、出来る限りの協力を行う。

が参加しにくい日を国が選んだので
はないか、との声が市民から上がり、

開放するというものだ。漁業権が法

説明会は紛糾し説明会の体を為さな

的に地元の漁協と組合員に優先され

かった。当然だ。岩手県の方針とし

るものでなくなったことにより、長期
的には地域外の資本が地元に参入し
てくる可能性が出てきた。改正入管
法の施行により、政府は漁業分野で

４

 レベル放射性廃棄物の
高
最終処分場について

質問：高レベル放射性廃棄物最終処

の外国人の受入をこの 5 年間で 9000

分場の建設について、昨年 9 月から

人と想定し、岩手における今後の漁

輸送面で立地に適しているとされる

業・水産業の行く末は水揚げ低迷と

全国沿岸部を対象とし、全国 7 箇所

いう悪条件が加わり混迷を極めてい

で説明会を行った。その全国 7 ヶ所

る。知事は岩手の漁業者と漁業の未

の中に釜石市が入っていた。この説

来をどのように描いているのか。

明会で東京から東側で説明会が開催

協や漁業者が水産資源漁場の管理・

場を受け入れる考えは一切ないこと
を改めて聞かせて欲しい。

答弁 ：国では、科学的特性マップ

の公表を契機として最終処分場に対

する国民の関心や理解が深まるよう

対話型全国説明会を実施している。
特定放射性廃棄物の最終処分に関す

る法律においては、候補地選定の調
査にあたり、事前に地元自治体の意

されたのは釜石市だけだった。

答弁
（知事） ：これまで本県では漁

て高レベル放射性廃棄物の最終処分

この説明会の日は、釜石では年に
1 度の「釜石まつり」の日で、市民

見を聞き十分に尊重しなければなら

ないと規定されており、国は「地元

利用の調整や新規漁業就業者の受け
入れに中心的な役割を果たしており、
漁業法出入国管理及び難民認定法等
の改正後においても引き続き漁協や
漁業者の主体的な取組を基本として
漁業が発展していくことが重要だと
考えている。今後も本県の漁業が漁
業者の一人ひとりがいきいきと働け
る活力ある産業として発展するよう
取り組む。

３

国際リニアコライダー
誘致について

質問：昨年 12 月の日本学術会議の

方針は、ＩＬＣ国内誘致について「現

時点では支持するに至らず」という

三陸沿岸道路（陸前高田市）にて

ものだった。示された課題は建設費
用と研究者の確保だった。建設コス
トの高さは平成 30 年の有識者会議の
報告書でも指摘されていたことだっ
た。県は今回の回答をどのように捉
えているか。

答弁
（知事） ：日本学術会議の回答

で示された「学術界全体の理解や支

持が必要なこと、建設経費やその国

際分担、人材確保等の課題」につい
ては、今後学会等の活動を通じて理

解を広げながら国際協議、建設準備

期間内の更なる検討を行うことによ

り解決されていくものと考えている。
本県とすれば、ＩＬＣの実現に向けて

それらの課題が早期に解決されるよ

陸前高田市役所にて
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自治体が反対の場合には手続きを進

育、文化、観光など様々な分野での

識を聞かせて欲しい。

めない」としている。岩手県はこれ

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け入れに

答弁
（知事） ：スタジアムの維持管

らず世界とつながる場所となること

間 5000 万円になる見込みと聞いて

ジアムが「特別な場所」となるよう、

いても釜石市民のみならず子どもか

めとする関係団体と綿密に連携し検

理費については、釜石市の試算で年

ついて明確に拒否してきており、今
後もこの姿勢は変わらない。

いる。このスタジアムが大会後にお
らお年寄りまで全ての県民にとって

５

ラグビーなどのスポーツをはじめ教

 グビーワールドカップ
ラ
2019 について

積極的な活用が図られ、国内のみな

が望ましいと考えている。このスタ
今後の活用については釜石市をはじ

討していきたい。

質問：釜石開催の運営費は、観客の

交通輸送費の他、警備や救護体制の
整備などで 10 億 3800 万円かかる。
この他、復興スタジアムの建設費は
49 億円だ。つまりワールドカップ終
了後は釜石に建設費及び運営費で 60
億円を超える費用をかけたスタジア
ムが残される。年間の維持費は 4000
万円から 5000 万円とも言われている
が正確な費用は未だ算定されていな
い。
大会終了後の年間の維持費とスタ
ジアムの利活用について、維持費は
年間どのくらいかかると試算し、ま
た利活用については県はどのように
考え、どのような活用方法が望まし
いと考えているのか、現時点での認

小野共プロフィール
昭和 44 年 2 月 21 日生まれ：50 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
程修了（MBA）
。
カメイ株式会社本社勤務後、（有）小野惣商店勤務。
平成19年：釜石市議会議員当選（１期）
平成22年：岩手県議会議員当選（１期）
平成23年：岩手県議会議員当選（２期）
平成27年：岩手県議会議員当選（３期）
現在 : 監査委員
部 OB 会会長

県土整備常任委員会委員

釜石ユネスコ協会会長

釜石高校ラグビー

◆ 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。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

あ

と

が

き

「平成」が終わり「令和」の時代が始まりました。昭和天皇崩御の時を思い出しました。あの時自分は
20 歳。
「昭和」
「平成」
「令和」の３時代を生きることに。平成天皇は「平成が戦争のない時代として終
わろうとしていることに心から安堵しています」と。「令和」が戦争のない平和な時代であることを心か
ら願います。
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