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３月３日　２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。２月定例会は２月 18 日から３月 25 日までの 36 日間にわたり開
催されました。
　定例会で一般質問をし予算委員会で質疑をしたのでその概要を掲載します。

一般質問項目：１．東日本大震災からの復興について
　　　　　　　２．アワビの密漁対策について
　　　　　　　３．ＪＲ山田線の復旧について
　　　　　　　４．被災地における児童虐待について
　　　　　　　５．復旧復興事業用地の確保について
　
　特に、２．アワビの密漁対策について、現在、密漁行為は「漁業調整規則」違反で罰せられています。「漁業
調整規則」は漁業、操業の仕方を定めた規則で、密漁行為は「都道府県知事の許可を受けないで漁業を営んだ」
として、規則違反となるものです。
　今回、密漁行為に窃盗罪を適用出来るよう法改正を国に強く求めるべきではないか、と質問しました。「海に
いるアワビの所有権は漁協にも組合員にも認められていない」という理由から、密漁行為は他人の財物（アワビ）
を窃取したこと（窃盗罪）にならないそうです。
　しかし密漁行為が窃盗罪ではなく、漁業法又は漁業調整規則で罰せられるという事は、密漁行為の違法性が他
人の財物を取ったことにあるのではなく、漁業の仕方に問題があったに過ぎないということになります。漁協と
組合員のアワビを密漁者が盗んだ、と考えるのが自然だと思うのです。密漁行為に対する窃盗罪の適用を強く国
に働きかけるべきだ、と質問しました。
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質問：昨年末のあるマスコミの復旧に関する県
内の世論調査によれば、沿岸被災地で復旧の進
み具合が３割以下と回答した方の割合が７５％
を超えるという事だ。
　復興の進捗状況に関する被災者の実感度は去
年だけでなく、一昨年の年末の調査結果でもほ
ぼ同様で、復興の進み具合を被災者の復興の実
感度だけから判断すれば、平成２４年も２５年
も復興はあまり進んでいないということにな
る。
　復旧を実感出来ない大きな理由の一つは、被
災者自身の生活環境に変化がないからだ。県内
に災害公営住宅は 6,038 戸建設予定だが、今年
１月末現在で完成戸数は県営市町村営含め 467
戸、入居世帯は 400 世帯しかない。
　公営住宅入居も自力再建もあまり進んでおら
ず、例え道路、防潮堤、区画整理などの社会資
本の為の工事が進んだとしても、被災者自身の
住まいに直接的な変化がない限り被災者にとっ
ては復興を実感しにくいものだ。
　知事に伺う。県民のこれだけ多くの割合の方
が復興を感じられない原因をどのように分析し
ているのか。そしてこの現状が新年度予算編成
にどのように反映されているのか伺う。
答弁（達増知事）：県民が復興を実感出来ない
原因は、未だ復興を実感出来る程度まで事業が
進捗しておらず、災害公営住宅への入居や自力
での住宅再建などが進まず、被災者一人ひとり
が暮らしの再建に至っていないことだ。

質問：消費税増税の被災地における住宅再建へ
の影響について伺う。１月末現在の生活再建支
援金の加算金の建設分の申請数は４千件ほどと
なっているが、この３月末に間に合わず、今後
８％又は 10％の改正消費税を払わなくてはい
けない自力再建の被災者の数は県内にどのくら
いいると推測しているのか。
答弁（県土整備部長）：増税後の消費税が適用
されるのは多くて 7,500 世帯程度と見込んで
いる。

質問：住宅再建において消費税増税の影響を受
けるのは住宅価格のみでなく、住宅ローン、ロー
ンの申込手数料、家具・家電、火災保険料、引
越し費用など様々だ。住宅については減税措置
と給付金で増税の負担を軽減することが決まっ
ているが、被災地においてその軽減措置の中心
となるものが昨年９月に公表された「住まいの
復興給付金制度」である。被災者が住宅を購入、
建設した場合、最大で約 90 万円の給付が受け
られる制度である。国の方針ではこの４月から
の消費税増税分はこの給付金と新たな住宅ロー
ン減税で対応するという方針だ。　
　この給付金制度と新たな住宅ローン減税な
ど、消費税増税に対する国の被災地向けの住宅

取得対策の効果はどのようなものであると分析
しているのか。
答弁：国では消費税増税分に対応する措置とし
て「住まいの復興給付金」を実施しており、住
宅を建設する場合の消費税増税分に相当する金
額が「住まいの復興給付金」により被災者に還
元されるものと考えられる。「住宅ローン減税」
を活用することにより被災者の負担は更に軽減
されるため、住宅を再建しようとする被災者に
とって消費税増税が追加的な金銭的負担になる
ことはないものと考えている。

質問：昨年８月、普代村から田野畑村にかけて、
アワビ 166 キロを密漁したとして、釜石海上保
安部は岩手県漁業調整規則違反の疑いで北海道
函館市の男９人を現行犯逮捕した。さらに昨年
10 月、宮古市の沿岸でアワビ約 310 キロを密
漁したとして、岩手県警は漁業調整規則違反の
疑いで青森、岩手、宮城の男６人を逮捕した。
容疑者の一人は「東日本大震災の発生後、月に
数回のペースでアワビを密漁していた」と供述
している。
　昨年 11 月の本県のアワビの共販価格の平均
がキロ 9,718 円だから容疑者にとってはこの２
つの事件だけで 460 万円を超える利益となる。
　各漁協においてもこの貴重な財産を守る為日
夜の自衛監視など努力しているが、各漁港にも
まだ海岸灯も無く密漁者に対し言わば丸腰の状
態にある。
　岩手のあわびの生産量は日本一で、震災前は
年間 700 万個以上の人口種苗を沿岸に放流して
いた。しかし放流貝の回収率は 10％程度と低
く、この回収率を上げることが課題となってお
り、回収率の低さの原因の一つに密漁があると
考えられている。
　宮城県の密漁防止対策本部の見積もりでは年
間のアワビの密漁被害は 20 億円にも上るとい
うことだ。
　密漁が常習化する背景には、アワビは高値で
取引され利益が莫大となる一方、摘発されたと
しても罰則が軽いという事情がある。
　平成 20 年、国は漁業法の改正を行った。漁
業法違反により罰則を受ける者の対象者に「都
道府県知事の許可を受けないで漁業を営んだ
者」を加え、罰則の量刑を従来の「懲役６カ月
以下」から「懲役３年以下」へ、また「10 万
円以下の罰金」から「200 万円以下の罰金」へ
罰則を強化した。
　しかし密漁の実行犯を改正漁業法の定める

「都道府県知事の許可を受けないで漁業を営ん
だ者」として取り締まる為には、密漁実行犯の
継続的な犯行を立証しなくてはならず、これが
この改正漁業法の罰則適用の大きな壁となって
いる。
　本県において県内のアワビの密漁を年間どの
くらいと見積もっているのか。
答弁（農林水産部長）：統計上の制約から密漁
の被害額を見積もるのは困難だが、密漁規模は
流通量の３分の１或いは漁獲量に相当するとの
推計がある。　

質問：今までの県の密漁対策の反省点と、震災
後の漁港の整備を含め、今後益々巧妙化してい
くと考えられる密漁にどのように対応していく
方針か伺う。
答弁：東日本大震災の発生により多くの漁業者
が被災し浜から離れており、漁港等にあった監
視施設も損壊し、監視体制の再構築や改正漁業

法、漁業調整規則を密漁防止に向けて適切に運
用していくための捜査、取締能力の維持向上が
課題と考えている。
　漁業取締事務所への現職警察官の継続的な配
置や研修会の実施、最新の取締船の配備など、
関係機関や漁業関係団体、漁業者と連携して密
漁対策の強化に取り組んでいく。

質問：刑法における窃盗罪の対象者は、「他人
の財物を窃取（せっしゅ）した者」であり、そ
の罰則は「10 年以下の懲役か 50 万円以下の罰
金」だ。通常の場合、密漁犯にはこの窃盗罪の
適用はない。理由は、海にいるアワビの所有権
は漁協或いは組合員には認められておらず、誰
の所有物でもなく、つまりアワビは他人の財物
ではなく、密漁犯は、「他人の財物を窃取」し
たことにならない、ということだ。
　密漁という行為が窃盗罪ではなく、漁業法、
又は漁業調整規則で罰せられるという事は、密
漁行為の違法性が他人の財物を取ったことにあ
るのではなく、漁業の仕方に問題があったに過
ぎないということになる。漁業者にしてみれば
全く残念で全くやり切れない思いだ。
　漁業者からも密漁に対し罰則が重い窃盗罪の
適用を求める声が強まっている。県の考えを伺
う。
答弁：先般の漁業法の改正から間もないこと、
昨年検挙された密漁事案の裁判で漁業法の適用
が本県で初めて認められたことから、改正漁業
法の抑止効果を今しばらく見定める必要がある
と考えている。必要に応じて他県と連携して対
策の強化を国に働きかけていく。

質問：１月 31 日、ＪＲ東日本は鉄路復旧後の
山田線の運行を三陸鉄道株式会社に移管する案
を山田線沿線４市町と県に提案してきた。不採
算路線である山田線をＪＲの経営から切り離す
提案だ。
　震災直後の４月５日、当時のＪＲ東日本の社
長は、震災で被害を受けたＪＲ東日本管内の山
田線、八戸線、大船渡線、気仙沼線、石巻線、
仙石線、常磐線の７路線について「責任をもっ
て復旧させる」と明言した。
　210 億円の復旧費用の内 70 億円は国費に依
存するにせよ、今回の提案がまとまれば「責任
をもって復旧させる」と言ったＪＲ東日本の言
葉自体にうそはなかったことになる。しかしこ
の非常時において、世界に名だたる「企業の社
会的責任」という視点で三鉄への経営移管を考
えた時、やはり落胆せざるを得ない。
　今度は沿線自治体と県が行政の責任とプライ
ドのある判断をしなくてはいけない。
　従来どおりのＪＲによる復旧と経営を主張す
るにしても、今回の三陸鉄道への移管案を検討
するにしても、沿線自治体と県の何らかの経費常任委員会視察（広島県三沢市平田観光農園にて）

常任委員会視察（兵庫県宍粟市にて）
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2. アワビの密漁対策について

3. ＪＲ山田線の復旧について



がどのように認識しているのか明らかにせよ。
特に鉄道に関しては住民が負担に耐えうるだけ
の理由と重要性が必要である。真摯な答弁をお
願いする。
答弁（政策地域部長）：鉄道は、自動車を運転
出来ない通学生や通院者にとって、路線バスに
はない速達性や定時性を有する安全な移動手段
として欠かすことの出来ない社会的基盤であ
り、新幹線と繋がっていることにより全国から
観光の誘客の出来る地域振興の基盤だ。
　国道 45号は路線バスが多く走る主要な幹線
道路であり沿線住民の日常生活に欠かすことの
出来ない道路である。
　三陸沿岸道路（復興道路）は高速移動が可能
であり、交流拡大や物流促進の観点から復興に
とって重要な役割を担う道路である。非常時に
おいて災害に強い道路ネットワークに繋がるも
のと考えている。

　厚生労働省は、全国の児童相談所が平成 24
年度に対応した児童虐待の件数が６万件を超え
過去最高となり、更に平成２年以降 22 年連続
の増加となったことを公表した。
　報道によれば、特に被災県においては児童虐
待が急増しており、平成 24 年の児童虐待の取
り扱い件数は、岩手県警で前年比 11％増の 144
件、宮城県警でも 34％増の 254 件、福島県警
では 76％増の 109 件という結果になっている。
　厚生労働省では、虐待の件数が増加している
理由を、虐待に対する社会的な意識の高まりと
警察との連携が進んだ結果だ、とし、虐待の絶
対数が増加したわけではなく、主に通報の増加
との認識を示している。しかし特に被災地にお
いては全く状況が違っている。　
　３月 11 日の震災を目の当たりにし実際に体
験し、家族の死亡、その後の長期間の仮設住宅
暮らしや失業、これら生活環境の激変がストレ
スとなり、ストレスが虐待に繋がっていくとい
う被災地に特有のものであり、親のストレスを
高める様々な要因が、今、被災地に押し寄せて
いる。
　特に夫婦間の DV や虐待は子どもの成育にも
悪影響を及ぼすと言われており、暴力や虐待が
震災後 20 年たった後に更に新たな暴力や虐待
を生んでいくとすればこれは本当にやりきれな
い。
　沿岸被災地における児童虐待の現状はどのよ
うなもので、その現状を県ではどうやって把握
しているのか明らかにせよ。
答弁（保健福祉部長）：県内における警察から
の通告件数は増加している。県では児童相談所
に寄せられた相談状況や市町村が開催する要保
護児童対策地域協議会に児童相談所の職員が参
画し情報共有や連携した取組を通じて現状把握
に努めている。今後とも市町村、学校、警察等
との情報共有、相互協力の連携体制を強化しな
がら状況把握に努めていく。

　被災地の復興事業においては、事業用地の地
権者の確定と同意にまだまだ時間がかり早期に
工事に着工出来ない用地が数多くある。
　平成 25 年 11 月末現在で、用地取得の為に必
要な件数が県と市町村あわせて２万件ほどあ
り、この中で多くの手続きを要する相続手続き
未処理や多数共有の土地が 1,900 件存在すると
いうことだ。

負担は避けては通れないと考えるのが現実的
だ。　
　今後、県はＪＲとどのように交渉していくの
か。
答弁（達増知事）：ＪＲから提案のあった三陸
鉄道による運営は、鉄道施設の所有や赤字補填
の内容など様々な課題があるものと認識してい
る。ＪＲ東日本に対し、地元が３年にわたり最
大限の努力をしてきたことを伝え、地域の公共
交通を担う鉄道業者としての責任を果たすよう
引き続き沿線市町と連携しながらＪＲによる運
行を求めていく。

質問：山田線宮古釜石間は事故が起き易い踏み
切りが 50 箇所以上あり、踏み切りの保全や安
全管理に多額の費用がかかる。 国土交通省の
まとめた報告書によれば、保線費用が鉄道経営
の収支に大きく影響するということだ。
　ＪＲは三鉄への経営移管後の収支を年間
５千万円の赤字と積算し、一括で 10 年分の赤
字５億円を補填すると提案している。しかしこ
の赤字額である５千万には何の費用がどれだけ
かかり、月の収入はどれほど見込まれるのか、
そして鉄道運営経費の大部分を占める保線費用
がどれほどかかるのかなどの数字が全く示され
ていない。
　三鉄への経営移管が成立した場合、経営上、
三鉄は増資せざるを得ないのか。そして増資す
る場合、三鉄の新たな駅が設置されることと
なる山田町と大槌町に増資の負担は発生するの
か。
答弁（政策地域部長）：山田線を三陸鉄道で運
営することとなる場合、新たに三陸鉄道沿線と
なる大槌町及び山田町の出資額を増やすかどう
かについては今後検討すべき論点の一つになる
と認識している。
　一方、山田線が三陸鉄道を運営する場合に沿
線自治体に生じる新たな負担については、ＪＲ
東日本に負担を求めることとしている。

質問：今後の人口減少社会の中で、民間交通事
業者による不採算路線の経営移管若しくは廃線
は今後益々顕著になっていくと考えるべきだ。
現在、山田線が直面している問題は今後赤字路
線を自治体と住民がどう考えていくべきかの全
国的なモデルとなるはずだ。
　地球規模で環境を考えれば、鉄道、バス等へ
の公共交通へのモーダルシフトは当然だ。「な
いよりはあった方がいい」というのではなく、
自治体の負担が増えるとするならば住民が納得
するだけの、それでも鉄道が必要なのだという
沿線自治体の覚悟と自覚が求められている。
　岩手沿岸には、交通網として、鉄道があり、
住民の生活道路である国道 45 号があり、これ
に高速交通網である三陸沿岸道路の高規格道路
が完成する。岩手沿岸に３本の太い道ができる
ことになる。それぞれの道の役割と重要性を県

常任委員会視察（広島水産総合研究センターにて）

常任委員会視察（兵庫県漁連にて）
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5. 復旧復興事業用地の確保について

4. 被災地における児童虐待について

　釜石鵜住居海岸防潮堤など、明治時代からの
登記簿が手付かずのままの相続手続未処理の
ケースでは、数代にわたる膨大な数の関係者の
捜索、相続人間での遺産分割協議が必要であり
膨大な時間と労力がかかる。
　地権者交渉のスピード化への取組は議会でも
何度も何度も取り上げられ、震災直後から根本
的な法改正を国に要望していたが、昨年１１月、
県と岩手弁護士会とでまとめた用地取得の具体
的な特例制度を今回初めて国に要望した。
　特例制度を使えば工事着工まで通常２年かか
る土地の収用が６ヶ月に短縮出来るというもの
だ。通常の土地収用の場合、工事着工する為に
所有者全員に補償が支払われ、所有権移転の登
記まで完了していなければ工事は着工出来ない
が、今回の特例制度では用地全体分の補償額を
公共性を有する「補償金管理機構」に予納すれ
ば工事の着工が可能となる画期的な制度だ。時
間がかかる所有者の確定と事業用地の中のそれ
ぞれの土地の境の確定、補償金の支払いと登記
は工事着工後にやればいいことになる。
　加えて現行の土地収用では制度上、防災集団
移転促進事業と漁業集落防災機能強化事業にお
ける用地の買収には対応出来ない。
　国はこの非常事態を震災前の法制度により対
応しようとしている。そもそも土地収用制度も
防災集団移転促進事業も土地区画整理事業も、
今回の震災のような大規模災害後の何も無く
なってしまった街の再生の為の事業制度ではな
い。
　なぜ国は震災前の法制度で今回の震災からの
復興事業に対応しようとしているのか。
　被災３県でこの特例制度を国に強く働きかけ
ていくべきだと思うが、特例制度に対する昨年
の国の対応と今後の県の方針を明らかにせよ。
答弁：昨年、国に要望したところ、復興大臣か
ら憲法の財産権の規定に抵触するおそれがあ
る、との懸念が示された。今後、国から示され
た憲法上の懸念についての補足説明を行ってい
く方針だ。宮城及び福島県とは今後、連携した
取組を含め協議をしていく。

県立釜石病院のガン診療連携
拠点病院について（予算委員会）

質問：全国どこでも質の高いガン医療を受けら
れるよう、全国の２次医療圏 397 病院が厚生労
働省から指定されているのがガン診療連携拠点
病院だ。岩手県には９つの医療圏があるがガン
診療連携拠点病院がないのは釜石医療圏だけ
だ。
　９つの県内医療圏の中で放射線治療が出来な
かったのも釜石医療圏だけだった。平成２４年
に県立釜石病院に放射線治療器（リニアック）
が設置されたが県内で一番遅かった。
　県立釜石病院のガン拠点病院に向けた現状を



　４月 18日のマスコミ報道で、来年から、釜石高校で行われていたセンター試験が実施されなくなり、釜石大槌地域の高
校生は大船渡高校、又は岩手大学でのセンター試験実施の方向、という記事が掲載されました。この事で４月 24日に大学
入試センターに陳情に行って来ました。被災地ではまだ仮設住宅に住んでいる高校生が多くいると。自分の勉強部屋もなく
ストレスの中でがんばっていると。被災地の高校生にはこれが大きいハンデなのに、さらに岩手大学への交通費、宿泊費な
ど経済的負担はかけられないと。山田線もまだ不通のままで、復興の遅れが社会的に弱い立場の高校生に負担がかかっては
絶対いけないと。その足で議員会館に行き、黄川田代議士と橋本代議士にも直訴してきました。文部科学省と大学入試セン
ターの英断を強く望むものです。
　２月定例会３月 13日の予算委員会で保健福祉部に県立釜石病院のガン診療連携拠点病院について質問したところ、今年
度の早い段階でガン診療連携拠点病院の指定を受けることが出来ると答弁がありました。県立釜石病院では放射線治療も受
けられず、従ってガン拠点病院でもないのが長年の釜石の大きな課題の一つでありました。平成 20年の６月 17日に私が
釜石市議会議員の時に市議会でこの質問をしており、平成 24年の７月には放射線治療器リニアックが釜石病院に設置され、
ガン拠点病院の目処もつき、市議時代から追いかけてきた問題が一つ解決することとなりました。
　釜石市議会本会議で、「政治の最大の目的は住民の命を守ることだ」と言って始めたガンについての一般質問を改めて読
み直しました。
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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
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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
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災害公営住宅の
入居基準について（予算委員会）

仮設住宅備え付け設備の
持ち出しについて（予算委員会）

質問：現在、県では災害公営住宅の入居の資格
として入居者に連帯保証人と保証人の所得証明
書を必要としている。基本的に市町村の公営住
宅も県にならい、同様の規定である。被災者に
とっては連帯保証人になるよう頼むのさえ心苦
しいのにさらに所得証明書など頼めない。
　そもそも連帯保証人と所得証明書の規定は震
災前からの従来の公営住宅入居の規定を踏襲

（とうしゅう）したものであり、今回の災害公
営住宅用のものではない。
　配慮すべきだが考えを問う。
答弁（県土整備部）：連帯保証人を入居者に求
めることは、入居者が家賃を払えない場合、県

が退去を求める前に連帯保証人に家賃の支払い
を求め退去を免れる利点がある。県では、やむ
をえず入居者が連帯保証人を確保出来ない場
合、連帯保証人を求めないこととしている。

質問：将来、災害公営住宅に罹災証明をもって
いない方々の入居は可能か。
答弁（県土整備部）：被災者がいなくなったこ
とを前提に、従来の公営住宅と同様の入居者の
基準とする方針だ。

質問：現在、県内には 14,000 戸ほどの仮設住
宅があり、400 世帯ほどが仮設を出て公営住宅
に入居を始めている。仮設住宅の全ての部屋に
エアコン、温風ヒーター、照明器具、ガステー
ブルなどが備えてあり、仮設の入居者が引越し
をする時、これら備品を持っていくことが出来
ないことになっている。風呂の追い炊き機能付
き設備を仮設住宅に付けた時、従来ついていた
追い炊き機能なしのボイラーを全て廃棄したの
は記憶に新しい。今のまま何の手立ても打たな

いとすると、14,000 戸の仮設住宅に付いている
エアコンなどの設備は全て廃棄されることにな
る。新たに公営住宅に入居し、エアコン、温風
ヒーターなどの家電を買い揃えた場合、50 万
円くらいかかる。仮設住宅の備品を持ち出すこ
とは出来ないのか。
答弁（復興局）：仮設住宅のエアコン、ガステー
ブルなどは仮設住宅建設時の施設の一部であ
り、持ち出すことは出来ない。さらに県内外か
らの住み替えを行う被災者もまだおり、まだエ
アコンなどの活用が見込まれている。

問う。
答弁（保健福祉部）：釜石医療圏については県
立釜石病院が連携拠点病院の指定を受けられる
ようこれまで放射線治療機器などの整備を進め
てきた。県では今月中（３月中）に県立釜石病
院をガン診療連携拠点病院として厚生労働省に
推薦し、指定を強く働きかけていく。

（3 月 14 日 予算委員会にて質疑）


