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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26年 1月1日発行

第８号

岩手県議会議員　小野　共

岩手県議会通信

　小野共です。本年も宜しくお願い致します。
　平成 25 年 9 月定例会、12 月定例会が終わりました。9月定例会では平成 24 年度決算委員会で会派を代表し総括質疑を
行い、12 月定例会ではNPO法人「大雪りばぁねっと」の不正経理問題で前山田町長沼崎喜一氏と前沿岸広域振興局副局
長菊池正佳氏に会派を代表し参考人質疑を行いました。
　平成 24 年度決算はこの「大雪りばぁねっと」の問題に対する県の対応をめぐり平成 23 年度決算に続き二年連続の不認
定となりました。
　総括質疑の内容と参考人質疑及び平成 24 年度決算を「不認定」と判断した理由をこれから記載します。

ちづくり計画に大きく影響するのは必至である。
　JRが鉄路復旧を躊
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する理由は鉄路復旧後の採算だ。JR山田
線の一日当たりの利用者数は JR 東日本在来線 67 線中 65 位と低
迷している。今後 JR と交渉する上で今度は県と沿線 4市町側か
ら、鉄路復旧後の運行経費の負担について何らかの形で沿線自治
体側から歩み寄ることが必要だと考える。今後の山田線の鉄路で
の復旧の見通しについて当局の認識と今後の対応策の説明を求め
る。
答弁（政策地域部長） ：課題は 3点ある。津波からの安全性の
確保、鉄路復旧とまちづくりとの整合、復旧費用だ。JR の一番
の懸念は復旧後の経営だ。山田線復旧後の利用促進について現在、
利用促進検討会議を立ち上げ、議論の最中だ。県としては JR の
責任で復旧して頂く、という方針だ。今後も出来るだけ早期に復
旧するよう JRと交渉を進めていく。

ＪＲ山田線の復旧について
質問：JR は、昨年 6月の公共交通確保会議で山田線の鉄路（レー
ル）による復旧ではなく、BRT（バスによる交通）による復旧案
を沿線自治体（釜石、大槌、山田、宮古）に提案してきた。これ
に対し山田線沿線の 4首長は反対し、あくまでも鉄路での復旧を
求めてきた。これに対しJRは再びBRT案を提案することはない、
との方針を示してきた。
　しかし JR はこの 9月に再度 BRT案を提案してきた。BRT専
用道路の区間を宮古釜石間で従来の 17%から 46% と、専用道の
割合を大きく増やして提案してきたものだ。おそらく 3度目の
JRからの BRTの提案は今度こそないと考えるべきだ。今後予測
される鉄路での復旧について JR との長い交渉は沿線自治体のま

10月15日決算特別委員会にて会派を代表して総括質疑



2

災害公営住宅について
質問：昨年（平成 24 年）4月まで、県内の災害公営住宅の予定着
工数は県営、市町村営含め 5600 戸だったが、現在の県の計画で
はこの予定戸数が大幅に増え 6086 戸となっている。予定完成時
期も当初の平成 27 年度末から平成 28 年度末と 1年遅れている。
災害公営住宅の戸数が増えた原因と予定完成時期が遅れている理
由を示せ。
答弁（知事）：予定完成時期が遅れた理由は、用地確保が難航
していること、資機材・労働力の不足、土地区画整理事業区域内
の整備予定があること、などである。
　予定着工戸数が増えた原因は、各市町村での被災者の意向調査
が進み、調査の精度が高まり、回答を保留していた被災者が住ま
いを公営住宅に決めてきていること、などによるものと考えてい
る。

質問：街の中心部に立地予定の公営住宅に応募が集中する傾向に
ある。学校、病院、仕事場、買い物など、被災者にとって便利の
良い場所というのが理由である。街の中心部の公営住宅を増やす
など、生活のしやすさ便利さに、より配慮をすべきだ。今後の公
営住宅立地の方針を示せ。
答弁（知事）：中心市街地など利便性の高い場所では十分な用
地が確保出来ない場合が多い。漁村集落で建設されるものを除き、
公営住宅は市街地又は近接する場所で建設するようにしている。
必要に応じて商業施設を併設することも考えている。
再質問：沿岸自治体では長い期間をかけて街の周辺部（郡部）か
ら中心部への人口の移動があった。震災前から街の周辺部の人口
減少が著しい。利便性が悪いと自治体そのものの人口の減少につ
ながる。十分な分析のもとに、より配慮をお願いしたい。

質問：現時点で災害公営住宅の払い下げの方針を示している県内
自治体はどこか。
答弁 ：久慈市、野田村、田野畑村、山田町、大槌町である。

質問：災害公営住宅の払い下げが可能に
なるのは、完成から 5年後（譲渡禁止期
間終了後）だ。平成 28 年度末に完成す
る公営住宅の払い下げは平成 33 年度末
となることになる。生活再建支援金の加
算金も制度上、この住宅の購入に当てる
ことが可能だが、加算金の申請期間が平
成 29 年までとなっていて、実際の購入
時期になった時この加算金は使えないこ
とになる。この生活再建支援金の制度そ
のものが被災地の実態に即したものと
なっていない。制度の継続を国に強く訴

えるべきだ。
答弁（復興局次長）：その通りだ。国に強く働きかけていく。

質問：公営住宅の間取りの件について伺う。県の方針で、世帯人
数によって公営住宅の選べる間取りが決まっている。単身世帯と
2人世帯が 1DK又は 2DK。3 人世帯以上が 3DKだ。世帯人数に
よる選べる部屋の間取りは目安にすべきであって規則で規制すべ
きではない。見解を伺う。
答弁 ：2人世帯は3DKに応募できないものとしている。理由は、
公営住宅は住宅に困窮する方を救うためのものであり、基本的な
住宅を確保する趣旨のものであり、災害公営住宅の用地確保が困
難な中、希望される全ての被災者の方が入居出来る為には一定の
基準に基づきそれぞれの世帯構成に応じた住居の建設が必要であ
ると考える。
　しかし災害公営住宅を希望される全ての被災者の入居後に
3DKに空室が生じた場合、希望する 2人世帯に入居を認めるこ
とはあり得ると考えている。

水産加工会社の人手不足への対応について
質問：沿岸久慈、宮古、釜石、大船渡のこの 8月期の有効求人倍
率は 1.43 である。特に水産加工会社の人手不足は顕著だ。震災前
に比べ注文は増えたが人手不足の為、対応出来ない状況だ。現場
では人手不足解消の為に外国人の水産加工の研修制度の枠を広げ
るべきとの提案もされている。水産加工会社の人手不足への対応
策を問う。
答弁 ：平成 25年 4月から 6月にかけて沿岸 4地区で水産加
工会社や関係機関との意見交換会を実施した。釜石においては市
と連携し国に要望し雇用促進住宅を活用するなど地域外から人を
呼び込む対策を講じた。
　外国人技能実習生の受け入れ枠拡大については来年度（平成
26年度）の受け入れ枠が残っている企業も多く、他道府県で事
例のある構造改革特区の要件を満たすことも困難と見込まれるこ
とから関係市や受け入れ団体とも意見交換し国への要望は見合わ
せた。
　今後とも水産加工会社の労働力の確保に取り組む。

被災地の土地価格の高騰について
質問：平成 25 年度の全国基準地価（土地価格）の平成 24 年度比
の価格上昇率の全国 10 位以内に岩手県の 7 箇所が入っている。
大ヶ口 1丁目 12-35、桜木町、甲子町第 8地割、平田第 1地割な
どが全国の土地価格上昇率 10 位以内に入っている。釜石では被
災しなかった地域では坪 28 万円から 30 万円で取り引きされてい
る地域があると聞いている。
　これに対し防災集団移転促進事業、社会資本整備の為の行政の
土地の買取価格は震災後の時価で積算され安価で取引されてい
る。当事者にしてみればやりきれない思いだ。被災者にすれば、

平成 25年 10月 11日
地域医療確保対策特別委員長として本会議で最後の報告

決算委員会にて質疑
決算委員会にて

菊池沿岸広域振興局前副局長に参考人質疑
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平成25年9月11日
盛岡 繋地区にて豪雨災害被害視察 矢巾 岩崎川にて豪雨災害被害の視察 一関 砂鉄川にて豪雨災害被害の視察

売る土地の価格と買う土地の価格の差をどれだけ少なく出来るの
かが大きな課題となっている。
　現在、国土利用計画法における監視区域指定が被災地域に検討
されている。土地価格の高騰が顕著な地域でこの監視区域に指定
されれば地域は、土地の売買をする際、事前の届出が必要となる。
復興期間内だけでも監視区域の指定は土地の高騰に歯止めをかけ
る効果があると考えるが。被災地の土地高騰に対する県の認識と
対応を伺う。
答弁（千葉副知事）：県の「短期地価動向調査」によれば、現
時点では土地の買占めや短期の転売など投機目的による悪質な土
地取引は確認出来ない。
　今後、広域的、恒常的に地価が上昇し、買占め等の投機的な動
きが見受けられる場合、国土利用計画法に基づく監視区域の指定
を検討していきたい。
　今後とも岩手県宅地建物取引業協会等、関係機関と連携し、引
き続き被災地の地価動向を注視していく。

土地の権利調整について
質問：被災地の復旧工事に必要な用地の約 3割（1535 件）に相続
未処理などのトラブルがあると聞いている。
　特に鵜住居海岸の防潮堤が用地取得の迅速化のモデル地区とし
て国から指定されている。確かに収用制度における「認定」も「裁
決」も処理の期間は短縮されている。しかしこのような既存の制
度の運用ではなく根本的な権利調整に関する現行の法律改正がど
う考えても必要である。県の認識を伺う。
答弁 ：復興事業の本格化に伴い用地交渉を同時期に多数の箇
所を行わなければならず、相続未処理地や共有地など複数の権利
者が存在する土地も相当見込まれる。権利調整に膨大な時間と労
力を要する。
　土地の権利調整の為、国では基本的に現行制度の運用改善で当
面、対応する方針だ。復興の加速化には抜本的な制度の見直しが
必要であり、今後とも強く国に要望していく。

復興の進捗状況について
質問：平成 24 年度普通会計決算の約 4割が復興予算として支出
された。これに対し、平成 25 年 3 月に行われた県の「復興に関
する意識調査」では県民の復旧復興の実感について「遅れている」
又は「やや遅れている」と感じる県民の割合が 7割を超えている
という高い状態だった。この県民意識と平成 24 年度決算に対す
る知事の認識を問う。
答弁（知事）：県では平成 24 年度を「復興元年」と位置付け
大規模な予算を組んだ。被災者はもとより県民全体が復興のため
に立ち上がり、地元の底力が発揮され、国内外からいただいた様々
な支援などのつながりの力とあいまって、復興に向けた取組が着
実に進められたことに対し感謝と敬意を表したい。
　平成 25年 3月の復興に関する意識調査によれば県全体の復旧

復興の実感について約 7割の県民が「遅れている」「やや遅れて
いる」と感じている。
　これは恒久的な住まいの移転や防潮堤の整備などで住民との合
意形成や事業地の確保に時間を要したため事業着手に遅れが発生
し、被災者の期待に比べ事業の進捗が見える形で進んでおらず、
復興の歩みが実感出来ないことが背景であると考える。

実質公債費比率の悪化について
質問：平成 24 年度段階の実質公債費比率が 18.6% で岩手県は起
債許可団体となり、今回、公債費適正化計画を作成した。市場に
おける岩手県債に対する評価の低下など、起債許可団体となった
ことにより岩手県に対しどのようなデメリットがあるのか。
答弁（小田島総務部長） ：従来の起債協議団体と今回の起債許
可団体とでは手続きに違いはあるが起債が認められる基準は同一
であり、県債発行上の支障があるとは考えていない。
　資金の調達コストは市場環境により変動するものであるから正
確に見通すことは困難だが、近年、起債許可団体となった自治体
を見ると起債許可団体となる前と後で県債の調達利率に変動は見
られない。よって本県でも許可団体によるデメリットはないもの
と考えている。

質問：バブル景気崩壊以降、景気対策としての意味を持ち発行さ
れた地方債の償還が平成 26 年度、平成 27 年度にピークを迎える。
今後さらに実質公債費比率が悪化していくことが容易に想像出来
る。実質公債費比率が規定の 18%を下回るのは平成 32 年度とい
う計画である。今後当然県債の発行には慎重を期すべきだが、県
債発行の判断基準を伺う。
答弁 ：本県では、公債費の増加に備え県債管理基金の積み立
てをしており、今後は県債管理基金の取り崩しにより対応し、他
に様々な行財政改革により公債費の増加に対応していく。
再質問：人件費の抑制により対応、という話があったが震災対応
の職員の確保は充分にやっていただかなくてはいけない。公債費
増加に対する対応により復興が遅れることのないよう十分に配慮
して頂きたい。

ＮＰＯ法人「大雪りばぁねっと」問題について
　平成 24 年 11 月、山田町から委託を受けて町の復旧事業を行っ
ていた北海道旭川市のNPO法人「大雪りばぁねっと」（岡田栄悟
代表）が年度途中にもかかわらず平成 24 年度の予算を全て使い
切ってしまいました。平成 24 年度に当該NPO法人に委託された
事業費は 7億 9千万余で、140 人を雇用しており、12 月分の全員
の給料を払えない状況となりました。
　当該NPO法人に委託された事業は国の緊急雇用創出事業で、
県が窓口となっており、この事業の本来の目的は震災により離職
を余儀なくされた失業者の方々に対し雇用を提供するものです。
　山田町での第三者検証委員会の検証によると、そもそも平成 23
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昭和 44 年 2 月 21 日生まれ：44 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
　　　　　　　　　　　TEL：55 － 5112　FAX：55 － 5113　メールアドレス：onokyo@live.jp

年度から当該NPO法人の事業運営について様々な不正、疑惑が
当初から指摘されており、山田町と岩手県が注意義務を怠ってい
た、との検証委員会での報告でした。
　平成 23 年度、24 年度に当該NPO法人に委託された総事業費
12 億 2 千万円のうち、適正な支出だと認められた支出が 5 億 5
千万円ほどで残りの 6億 7千万は不正なものと認定され、この不
正支出全額を山田町が国に返還することとなりました。山田町は
総事業費全額を既に当該NPO法人に渡しており、返還金は全て
山田町の負担となります。
　そもそもこの事業は、国が予算を出し、雇用主体（この場合は
「大雪りばぁねっと」）と自治体（この場合は山田町）と県の 3者
が打ち合わせ相談し事業が始まるものです。事業年度内でも何か
事業に不明な点、問題があった場合、この 3者で相談し事業を進
めていったはずです。特に平成 24 年度は 7億 9 千万円もの大金
が予算化されており、山田町にしても当該NPO法人の事業運営
にはかなり慎重になっていたはずであり、逐一、県と連携をとり
ながら雇用主体（当該NPO法人）の様子をみていたはずです。
　平成 23 年震災直後の沿岸被災地はどこも事業の充分な監査や
管理などやっていられる状況ではありませんでした。行方不明者
の特定と捜索、避難所への物資の供給、ライフラインの復旧など
でいっぱいいっぱいでした。私は、震災直後のあの状況下でこの
ような問題はある程度、被害の大きかったどこの沿岸自治体でも
起こりうる可能性のあった事件だと思っています。
　山田町への委託事業費 12 億 2 千万のうち、適正と認められな
かった 6億 7千万全額が山田町の負担となりました。県が事業運
営にある程度関わっていたにもかかわらず、この費用全額が山田
町の負担となりました。県はこの事件について、県には何の落ち
度もなく責任は全くない、と主張しています。これに対し、県議
会決算特別委員会の参考人質疑の中で、沼崎前山田町長は「県、
山田、当該NPOで相談しこの事業を行ったもので県にも事件の
責任の一端はある」と主張しています。私も、この事件について
県にも責任の一端はあると考えるのがどう考えても自然であると

思います。当然、当該NPO法人（大雪りばぁねっと）が一番悪
いというのはその通りです。ただ、県、山田町、当該NPO法人
の 3 者の事業で県だけが責任がないという主張は通るのだろう
か、と思うのです。

平成24年度一般会計決算について
　認定とするか不認定とするか最後の最後まで悩みました。平成
24 年度一般会計決算の内、約 4割の予算が復興関連の予算として
使われました。外国からの支援金なども計上されています。認定
するのが自然ではないだろうかとも考えました。
　そもそも決算を「認定する」或いは「不認定にする」とはどう
やって判断するのだろうか、と考えました。どういう状態の決算
の時に「認定」なのだろうかと。既に支出された決算の効果は例
えその決算が「不認定」になったとしても会計上何ら変わりはあ
りません。「認定」「不認定」の効果は、ただ議会が決算をどう判
断したのか、というだけのことになります。
　決算に点数を付けるなら、100 点の場合だけ「認定」なのだろ
うかと。90 点の場合はそれでは「認定」なのか。70 点の場合は
どうか。50 点の場合も「認定」して良いのだろうかと。
　私は、決算特別委員会でこの「大雪りばぁねっと」問題につい
て会派を代表し、参考人質疑を行い、沼崎前山田町長、菊池前振
興局副局長、この事業の担当課である商工労働観光部に質疑を行
いました。
　「大雪りばぁねっと」問題に対し県が落ち度を認めない以上、
平成 24 年度一般会計決算に 100 点を付けるわけにはいきません
でした。今後の、県を経由した市町村の補助金事業の場合、不具
合が起こった時、全てその市町村の責任になる、という事態を認
めるわけにはいきませんでした。
　私は「不認定」と判断し、平成 24 年度一般会計決算も賛成少
数で平成 23 年度に引き続き「不認定」となりました。

小野共プロフィール

あ　と　が　き
　昨年末、民主党本部へ陳情に行きました。生活再建支援金の加算金の増額を改めて要望してきました。震災直後から何
度も要望しているが、一体全体、検討はされているのか、と。「個人の資産形成に資する」補助はしない、という理由で以
前から行政から個人への補助はこの生活再建支援金を除きありませんでした。行政サービスとして社会資本や施設を作る
より、個人に補助を渡し、個人に自由に選択させることを少なくとも検討しても良いのではないか、と。お金のある人と
ない人で復興のスピードに差が出てしまうことがあることをどう考えているかと。どこまでが政治の責任なのか、と。
　国の動向を見ていると、震災からの復興が国の優先課題から外されてしまっているように見えてなりません。昨年の臨
時国会では震災復興特別委員会の質疑がたった１回だけでした。特定秘密保護法案は生活再建支援金や復興より優先され
るべきことなのでしょうか。


