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商工建設委員会会議記録 

 

                   商工建設委員会委員長 ハクセル 美穂子 

 

１ 日時 

  令和元年11月11日（月曜日） 

  午後１時21分開会、午後２時27分散会 

２ 場所 

  第４委員会室 

３ 出席委員 

  ハクセル美穂子委員長、菅野ひろのり副委員長、髙橋はじめ委員、軽石義則委員、 

川村伸浩委員、高橋こうすけ委員、髙橋但馬委員、佐々木朋和委員、工藤勝子委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  鈴木担当書記、千葉担当書記、松本併任書記、吉原併任書記、本間併任書記、 

高橋併任書記 

６ 説明のため出席した者 

(１) 商工労働観光部 

   戸舘商工労働観光部長、小畑副部長兼商工企画室長、 

浅沼参事兼観光課総括課長、 

菊池定住推進・雇用労働室長、似内商工企画室企画課長、 

関口経営支援課総括課長、金野定住推進・雇用労働室労働課長 

 (２) 県土整備部 

     八重樫県土整備部長、多田副部長兼県土整備企画室長、田中道路都市担当技監、 

伊藤技術参事兼建築住宅課総括課長、菊地県土整備企画室企画課長、 

佐々木県土整備企画室用地課長、髙橋県土整備企画室空港管理課長、 

大久保建設技術振興課総括課長、菊地建設技術振興課技術企画指導課長、 

菅原道路建設課総括課長、和村道路環境課総括課長、幸野河川課総括課長、 

佐々木河川課河川開発課長、菅原砂防災害課総括課長、 

八重樫都市計画課総括課長、紺野都市計画課まちづくり課長、 

水野下水環境課総括課長、小野寺建築住宅課住宅計画課長、 

野里建築住宅課営繕課長、照井港湾課総括課長 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 
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(１) 商工労働観光部関係審査 

議案第43号 令和元年度岩手県一般会計補正予算（第３号） 

           第１条第２項第１表中 

            歳出 第７款 商工費 

               第11款 災害復旧費 

                第１項 庁舎等施設災害復旧費 

                第３項 商工労働観光施設災害復旧費 

           第２条第２表中 

            １追加 

 

(２) 県土整備部関係審査 

ア 議案第43号 令和元年度岩手県一般会計補正予算（第３号） 

           第１条第２項第１表中 

            歳出 第８款 土木費 

               第11款 災害復旧費 

                第４項 土木施設災害復旧費 

                第８項 住宅施設災害復旧費 

           第２条第２表中 

            ２変更中 ３及び４ 

イ 議案第46号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議

決を求めることについて 

９ 議事の内容 

○ハクセル美穂子委員長 ただいまから商工建設委員会を開会いたします。 

 なお、出張のため、中平技監兼河川港湾担当技監は欠席となりますので、御了承願いま

す。 

 これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程により議

案の審査を行います。 

 初めに、商工労働観光部関係の議案の審査を行います。議案第43号令和元年度岩手県一

般会計補正予算（第３号）第１条第２項第１表歳入歳出予算補正中、歳出第７款商工費、

第11款災害復旧費第１項庁舎等施設災害復旧費、第３項商工労働観光施設災害復旧費並び

に第２条第２表債務負担行為補正中、１追加を議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○小畑副部長兼商工企画室長 提案理由の説明に先立ちまして、商工労働観光部関係の令

和元年台風第19号災害に伴う被害状況について御報告をいたします。 

 お手元に事前に配付しておりました資料により御説明を申し上げます。Ａ４縦の２枚物

の資料をごらんいただきたいと思います。現在把握できている範囲になりますが、１の商
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工関係の企業等の被害状況につきましては、土砂流入、浸水、機械設備等の故障など、全

県で586件、14億円余となっております。 

 ２ページに参りまして、２の観光関係の被害状況につきましても土砂流入や浸水等であ

りますけれども、全県で22施設、１億7,000万円余となっております。 

 次に、職業能力開発施設の被害状況につきましては、県立宮古高等技術専門校で床上浸

水が発生し、被害額は2,000万円余となっております。 

 被害状況につきましては、まだ調査中のところもありますので、引き続き把握に努めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上で令和元年台風第19号に伴う被害状況の説明を終わります。 

 続きまして、議案第43号令和元年度岩手県一般会計補正予算（第３号）のうち、商工労

働観光部関係の予算について御説明を申し上げます。 

 議案（その６）の４ページをお願いいたします。当部関係の予算ですが、第７款商工費

の６億2,733万円、下に参りまして、５ページでございますけれども、第11款災害復旧費、

第１項庁舎等施設災害復旧費の2,142万9,000円、第３項商工労働観光施設災害復旧費の

1,974万7,000円、合わせて６億6,850万6,000円の増額補正であり、いずれも令和元年台風

第19号被害の対応に要する経費であります。 

 補正予算の内容につきましては、お手元の予算に関する説明書により御説明申し上げま

す。なお、金額の読み上げは省略させていただきますので御了承願います。 

 それでは、予算に関する説明書の23ページをお開き願います。第７款商工費、第１項商

工業費、第２目中小企業振興費の説明欄、一つ目の中小企業災害復旧資金貸付金は、被災

した中小企業者に対して復旧等に必要な資金を融資するため、金融機関に貸付原資の一部

を預託しようとするものであります。 

 次の中小企業災害復旧資金保証料補給補助は、中小企業災害復旧資金を借り入れた者に

対して融資に係る保証料全額を補給して負担を軽減するため、岩手県信用保証協会に補助

しようとするものであります。 

 次の地域なりわい再生緊急対策交付金は、地域のなりわいを早期に再生させるため、被

災した事業者、商店街等の復旧や観光物産ＰＲイベント等に要する経費について甚大な被

害を受けた市町村へ交付しようとするものであります。 

 30ページに参りまして、第11款災害復旧費、第１項庁舎等施設災害復旧費、第２目庁公

舎等災害復旧費の公共職業能力開発施設災害復旧事業費は、浸水被害を受けた県立宮古高

等技術専門校について訓練で必要となる備品の購入等を行おうとするものであります。 

 33ページに参りまして、第３項商工労働観光施設災害復旧費、第１目商工観光施設災害

復旧費の船越家族旅行村災害復旧事業費は、土砂流入等の被害を受けた船越家族旅行村に

ついて復旧工事を行おうとするものであります。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします。申しわけありませんが、議案（その６）

にお戻りいただきたいと思います。６ページをお開き願います。第２表債務負担行為補正、
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１追加は２件ございますが、いずれも中小企業災害復旧資金に関するものであり、１は損

失補償、２は保証料補給について、それぞれ期間及び限度額を定めて債務を負担しようと

するものであります。 

 以上で補正予算議案についての説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願

いいたします。 

○ハクセル美穂子委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○軽石義則委員 地域なりわい再生緊急対策交付金の具体的な内容と市町村への金額がど

の程度なのか、どういう業種、業態にどのぐらい交付されるのか、お示し願いたいと思い

ます。 

○関口経営支援課総括課長 地域なりわい再生緊急対策交付金の内容についてお尋ねがあ

りました。 

 今回の地域なりわい再生緊急対策交付金については、令和元年台風第19号災害により甚

大な被害を受けた被災事業者等の早期復旧を図るため、市町村が被災事業者に対して行う

施設設備の復旧に要する経費等の一部を支援するものであります。 

 今回、国で被災事業者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージを決定しております。

その中でも、県が被災事業者の再建を支援する自治体連携型補助金で、中小、小規模事業

者の支援策が盛り込まれておるところであります。こういった国の施策と一体的に、地域

なりわい再生緊急対策交付金事業も実施したいと考えております。したがいまして、対象

区域の市町村については、これら国の支援制度と調整を図りつつ、被災状況を踏まえて決

定をしていきたいと思っております。できる限り国の政策なども最大限活用する形で、よ

り広い範囲で、より被災事業者の再建を支援できるようにしていきたいと考えております。 

○軽石義則委員 具体的にはこれからと言っているのかどうかですけれども、とすれば、

この金額の算出根拠はどうなっているのでしょうか。 

○関口経営支援課総括課長 今回の地域なりわい再生緊急対策交付金の予算額２億円につ

いては、平成28年台風第10号災害の際に行った支援の実績や、現時点で把握している被災

事業者、被害等を踏まえたものであります。まずは130件程度の支援ができると想定したも

のであります。 

○軽石義則委員 過去の例を参考にとのことでよろしいかと思うのですけれども、となれ

ば、さらに調査を進めていって、より詳細な被害額や交付の要請などあれば、また追加が

あり得るということなのでしょうか。 

○関口経営支援課総括課長 今回の交付金予算については、被災状況がいまだ、調査中で

ありますので、被災額がふえた場合には当然増額補正の予算対応も必要であると考えてお

りますし、県の地域なりわい再生緊急対策交付金について、国の自治体連携型補助金の活

用ということも考えておりまして、仮にそれが可能となった場合も含め所要額の精査を行

いながら、必要に応じて検討、対応していきたいと思っております。 

○佐々木朋和委員 軽石委員より御指摘がありました点について私からもお聞きしたいと
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思います。 

 平成28年台風第10号の被害を参考にしながら予算をつけていただいているとのことであ

りましたけれども、今般、平成28年台風第10号との違いは全国的な被害が出ていることで

ありまして、観光について、被災地に行っていいのかという風評とともに、全国的に観光

などしていいのかという心配、あるいは観光したいと思っている人が住んでいる各地域が

被災しているというところが大きな違いであるかと思っております。 

 今、岩手県内の観光についても、東日本大震災津波発災以来、インバウンドを中心に盛

り返してきているわけでありますが、いまだに沿岸被災地の観光需要がなかなか喚起され

てこないところも大きな課題だと思っているところでありまして、そういった意味では風

評被害対策や、10月の紅葉シーズンに被災したということも含めて、観光物産ＰＲ等につ

いてはやはり全県的な取り組みが必要かと思いますけれども、その点についての懸念材料

はこういった試算に含まれているのでしょうか。 

○浅沼参事兼観光課総括課長 今回は訪問販売のＰＲ、物産等のＰＲということで、需要

喚起のためのＰＲについて、市町村がやる場合に県が半分程度支援しようと、現在算定し

ているところでございます。現段階におきましては前回までの規模、件数等を参考にして

組んでおりますが、必要に応じて当然それは所要の追加をしていかなければならないと思

いますし、今回の台風第19号につきましては、政府のパッケージの中でもＪＮＴＯ（日本

政府観光局）あるいは観光庁みずからがＳＮＳで、全国の正しい観光情報を発信していく

事業も非常に多く盛り込まれております。また、県としましても、観光のホームページ等

で情報発信をしておりますし、いろいろなＳＮＳを使いながら、観光地が元気になる、あ

るいは安心、安全に旅ができることについて、引き続き情報発信していきたいと考えてお

ります。 

○髙橋はじめ委員 今回の台風第19号の被害では、沿岸地域がかなり被災したわけであり

ます。それで、他県でもいろいろ今言われているのは、グループ補助金をもらってせっか

く再建したところがまたやられたという話なのですが、本県ではその辺はどうなっている

のか。 

 それで、グループ補助金だとグループですから、その中で一つの事業所が被災を受けた、

その際はどんな形で支援できるのかと思っているのですけれども、その辺はどういう状況

になっているでしょうか。 

○関口経営支援課総括課長 今般の台風第19号災害による被災地域は、東日本大震災津波

もしくは平成28年台風第10号災害の被災地域でもあり、二重、三重に被災された事業者が

あります。現在各市町村からの被害調査報告をもとに、補助金交付事業者に対し情報収集

を行っているところであり、引き続きその状況を把握してまいりたいと思っております。 

 こうした被災事業者、二重、三重に被災した方々への対応とのことでありますが、まず

は今回予算提案をさせていただいた県の地域なりわい再生緊急対策交付金を活用し、再び

その施設設備の復旧を図ることで支援をしていきたいと思っております。 
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 グループ補助金との関連については、当然グループ補助金の場合、一つはグループの共

同事業を行うことに必要な施設設備の復旧を支援することでありますので、そこをきちっ

と復旧をさせていかなければ、グループ活動にも支障を来すということもありますので、

そこはしっかり県の制度、あるいは今回の国の自治体連携型補助金、この制度もあわせて、

一体となって活用しながら、しっかり取り組んでいきたいと思っております。 

○髙橋はじめ委員 ぜひそのようにお願いしたいと思っております。一つのグループとし

てせっかく活動していたのに、また被災を受けて気持ちがなえなければいいなと思います

し、グループ補助金でどれくらいの融資を受けているかもあるでしょう。余り大きな金額

でなければいいのですけれども。いずれ被災者の立場に立って、ぜひ再建できるような支

援をいただければと思っております。 

 それから、決算特別委員会でもお話がありましたが、職業訓練施設もまた再度被災され

たとのことで、ただ復旧だけではなくて、何かしらの対策もこの際やるべきではないかと

思いますが、その辺についてはどう取り組まれているのか。 

○金野労働課長 今後の災害を防ぐ取り組みでございますが、決算特別委員会の際に部長

からもお答えしたところでございまして、当然必要な修繕はやっていく必要があると思っ

ております。ただ一方で、今回は、平成28年台風第10号災害の際の浸水を踏まえまして、

若干ブロックで囲いをつくったところがあったのですが、そこを越えたり、そこではない

ところからの浸水もあったと承知しております。ですので、ブロックのかさ増しですとか、

あとは面積の拡大ですとか、そういった浸水対策も今後必要な部分については検討してま

いりたいと考えております。また、施設全般も老朽化していますので、そのあたりの必要

な修繕も継続してまいりたいと考えております 

○菅野ひろのり委員 少し関連してですが、東日本大震災津波に遭われて、平成28年台風

第10号被害もあって、今回、台風第19号もという中で、商工業の被害状況で言えば、機械

設備の故障等もたくさんあるなと拝見しております。時代に合わせて、古い設備から新規

の設備に入れかえも必要になってくるのではないかと考えていますが、そこら辺の対応の

考え方はどのようになっていますでしょうか。 

○関口経営支援課総括課長 施設整備は、原状復旧で支援をするのが基本的な考え方であ

ります。ただ、今購入できる設備が前の設備と全く仕様が一緒のものがあるかというと、

そこは難しい場合もあると思います。なので、いわゆる過大に復旧をしないことを中心に、

柔軟に対応していきたいと考えておりますし、あとは著しく増強にならない程度であれば、

そこは柔軟に対応してもいいのかと思います。 

 もう一つは、国の小規模事業者持続化補助金についても台風・豪雨被災地自治体連携型

というものが、政府支援策の被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージにも盛り

込まれております。生産性向上、あるいは販路開拓を目的に被災をした復旧設備等を整備

する場合には、その性能が向上したものでも対象となるので、こういう制度も活用しなが

ら取り組んでいきたいと考えております。 
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○菅野ひろのり委員 柔軟な対応という言葉をいただきましたので、大事なのは原状に復

旧することだけではなくて、やはりなりわい、これからの生活がしっかりと自立していけ

ることに着眼点をおいて、引き続きそういった対応をしていただくようにお願いをして終

わります。 

○工藤勝子委員 船越家族旅行村災害復旧の関係で説明を受けました。そのときも話をし

ましたけれども、ジャブジャブプールを復旧するということでした。その時の説明では土

砂が入ってきたとのことでした。こういう台風は毎年来ることではないと思いますけれど

も、平成28年台風第10号が来て、すぐ令和元年台風第19号が来て、３年か４年の間にまた

災害が起きる状況であって、これからだって台風が沿岸地域を襲ってくる可能性がある。

そういう中において原状復旧して、土砂が入ってこないような対策をしっかりやらないと、

また同じような被害を受けるのではないかと思っているわけです。そこのところ、どうい

う形で土砂が入ってこないような対策をやろうとしているのかお伺いいたします。 

○浅沼参事兼観光課総括課長 今回の被害が沢水からの土砂流入ということで、地すべり

とか崖崩れによる土砂の流出ということではなかったものですから、現状においては原状

回復を優先させる事業費になっております。委員からの御指摘を頂戴して、これからそう

いった災害がないような、あるいは土砂流入が起こらないような形はどういうものがある

か、済みませんが、これから検討させていただければと思っております。 

○工藤勝子委員 確認いたしますけれども、この沢水は普段は水がない沢なのでしょうか。 

○浅沼参事兼観光課総括課長 若干は流れておりますけれども、それほど流量の多い沢で

はございません。 

○工藤勝子委員 想定として、どのくらいの雨が降ったら、今回のような被害を受けるの

でしょうか。 

○浅沼参事兼観光課総括課長 大変不勉強で恐縮なのですが、どの程度の流量でこの沢が

あふれるかは、手元の資料にございませんので、お答えできかねます。 

○工藤勝子委員 私の住んでいるところの河川もそうなのですけれども、ふだんは水のな

いところです。水が地下を潜っているのです。そういう形で、今は大した水がない沢であ

っても、雨が降ったときに暴れるような沢になる可能性もあるわけです。北上高地の一部

分ですので、岩盤はかなりかたいのではないかと想定されるけれども、こういう災害を受

けて復旧をするのであるならば、なぜこういうことが起きてしまったのか。県から考えれ

ば、１億9,000万円余、このぐらいの金だったら大したことないと思うかもしれませんけれ

ども、ここは子供たちの遊ぶ場所ですし、水が出てきているのだったら、その水の排水を

しっかりと考えてやるとか、災害が発生しないような対策をすべきだと私は思うのです。

そういう工事をする場合は、商工労働観光部の観光課でしょうか、それとも県土整備部に

なるのでしょうか。 

○浅沼参事兼観光課総括課長 実際に敷地のどこを水が通っているかになると思いますが、

基本的には我々観光課が対応すべきではないかと思います。 
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○工藤勝子委員 今回はこの復旧だけの予算だと思うのですけれども、例えばこの沢水対

策をするために、さらにまた補正をかけて整備をする考え方もあるわけですか。 

○浅沼参事兼観光課総括課長 現在、沢の状況がどういった形になっているか、あるいは

土地所有者でありますとか、流量がどうなっているかは、残念ながら手元に資料がござい

ませんので、実際の復旧の際に観光課がやるのか、あるいは沢が通っている場所によって

は山林所有者等との協力でやっていくのか、今の段階ではお答えしかねます。 

○工藤勝子委員 最後にしますけれども、ここのジャブジャブプールを復旧するために工

事を進めると思います。そのときには、沢がどのような状態になっているのか、どの辺か

ら水が出ているのか、そういうところをしっかり調査しながら、まず工事をやる前にその

対策をしっかり進めてほしいことを要望して終わりたいと思います。 

○ハクセル美穂子委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ハクセル美穂子委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ハクセル美穂子委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ハクセル美穂子委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに

決定いたしました。 

 以上をもって商工労働観光部関係の議案の審査を終わります。商工労働観光部の皆様は

退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 職員入れかえのため、若干お待ち願います。 

 次に、県土整備部関係の議案の審査を行います。議案第43号令和元年度岩手県一般会計

補正予算（第３号）第１条第２項第１表歳入歳出予算補正中、歳出第８款土木費、第11款

災害復旧費第４項土木施設災害復旧費、第８項住宅施設災害復旧費、第２条第２表債務負

担行為補正中、２変更中３及び４、並びに議案第46号土木関係の建設事業に要する経費の

一部を負担させることに関し議決を求めることについて、以上２件の予算議案及び予算関

連議案を一括議題といたします。 

 当局から提案理由の説明を求めます。 

○多田副部長兼県土整備企画室長 提案理由の説明に先立ち、県土整備部関係の令和元年

台風第19号の被害状況等について、お手元に配付しております資料、令和元年台風第19号

災害に伴う被害状況等（県土整備部関係）により御報告を申し上げます。 

 なお、この資料は、10月23日の当委員会で御報告した内容について変更のあった箇所に

下線を付して記載しておりまして、前回からの更新部分を中心に御説明いたしますので、
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御了承願います。 

 初めに、３の県管理道路の通行止め状況ですが、全面通行どめとした道路は累計で41路

線58カ所に変わりはございませんが、このうち本日まで継続して全面通行どめとなってい

る道路は６路線６カ所となり、前回から岩泉平井賀普代線など３路線５カ所が減となった

ところであります。 

 次に、４の土砂災害発生状況ですが、(２)の崖崩れの発生は、田野畑村ほか６市町村で

23カ所となっておりますが、これは宮古市と釜石市で３カ所が追加となったものでありま

す。 

 次に、５のその他施設の主な被害状況ですが、(１)の公園・都市施設関係のうち、アの

公園は、花巻市ほか８市町で倒木が確認されており、前回から宮古市が追加となったとこ

ろであります。 

 次に、６の被災市町村への支援ですが、この６と次の７については今回追加した項目で

ございます。(１)の堆積土砂排除事業は、国土交通省の調整により、広島県呉市から普代

村に職員１名が派遣され、当該事業に係る国庫補助申請事務に係る技術的助言をいただい

たところであります。 

(２)の災害復旧技術専門家による指導は、公益社団法人全国防災協会の災害復旧技術専

門家派遣制度を活用し、現地での技術的助言を実施予定としているところであります。 

(３)被災宅地危険度判定は、田野畑村からの要請を受けまして県の担当職員を派遣し、

調査を実施したところであります。 

 次に、２ページをお開き願いまして、(４)の現地における技術指導ですが、甚大な被害

のあった市町村に対し、直接現地で復旧工法などの指導を行っているところでございます。 

 次に、７の岩手県建設業協会による災害対応ですが、釜石、宮古、岩泉及び久慈の各支

部におきまして、県との災害協定に基づく緊急対応として、災害パトロールほか、堤防流

失箇所の応急復旧や土石流の排除、河川の流木撤去、道路啓開など、発災直後から率先し

た取り組みを行っていただいているところであります。 

 次に、８の公共土木施設被害状況です。これは、本日現在、施設の管理者別、施設別に

被害箇所と被害額を記載したものです。まず、県管理は、212カ所で65億3,000万円余、前

回と比べまして61カ所の減、金額2,400万円の増。市町村管理は、799カ所で195億9,000万

円余、前回と比べまして77カ所、39億7,400万円の増。合わせまして1,011カ所で261億2,000

万円余、前回比16カ所、39億9,800万円の増となっております。 

 公共土木施設につきましては、今後国の災害査定を受け、復旧事業に取り組むこととな

りますが、国からは通常発災後２カ月以内に災害査定が開始されますところ、今回は１カ

月程度での開始となると伺っています。これは災害査定の効率化の措置といたしまして、

査定に必要となる設計図書添付図面が簡素化され、査定までの期間が短縮となりますこと

から、災害査定の早期実施が可能となるものでございます。 

 それでは、議案の説明に入らせていただきます。初めに、議案第43号令和元年度岩手県
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一般会計補正予算（第３号）中、県土整備部関係の予算について御説明を申し上げます。 

 議案（その６）の４ページをお開き願います。当部関係の補正予算は令和元年台風第19

号災害の対応といたしまして、応急復旧等に要する経費や被災した土木施設等の復旧に要

する経費、また緊急的な対策施設の整備に要する経費などを補正しようとするものであり、

第１表歳入歳出予算補正のうち、歳出、第８款土木費は、４ページの表の一番下でありま

すが、75億8,774万円の増額、５ページの第11款災害復旧費のうち第４項土木施設災害復旧

費は45億9,342万9,000円の増額、第８項住宅施設災害復旧費は4,934万4,000円の増額、こ

れらを合わせまして122億3,051万3,000円を増額しようとするものであります。 

 補正予算の内容につきましては、便宜、予算に関する説明書により御説明を申し上げま

す。なお、金額の読み上げは省略させていただき、説明欄の主な内容について御説明を申

し上げますので、御了承願います。 

 予算に関する説明書の24ページをお開き願います。第８款土木費、第１項土木管理費、

第４目空港費は、いわて花巻空港の緩衝緑地の倒木の撤去や側溝の修繕等に要する経費を

補正しようとするものであります。 

 25ページに参りまして、第２項道路橋りょう費、第２目道路橋りょう維持費の説明欄、

道路維持修繕費は、道路の啓開作業や倒木、落石等により損傷を受けた道路の舗装補修な

ど、応急的な道路の維持管理に要する経費について補正しようとするものであります。 

 26ページをお開き願いまして、第３項河川海岸費ですが、第１目河川総務費のうち、説

明欄２行目の河川海岸等維持修繕費は、河川海岸の流木等の撤去や堤防の修繕など応急的

な河川海岸の維持管理に要する経費について補正しようとするものであります。 

 第２目河川改良費の説明欄、治水施設整備事業費は、洪水災害に対する安全度の向上の

ため、築堤工や河道掘削等に要する経費について補正しようとするものであります。 

 その下、第３目砂防費のうち、説明欄１行目、砂防事業費は土石流発生箇所における応

急対策等に要する経費について、３行目の災害関連緊急砂防事業費は土石流等により下流

に著しい被害を及ぼす危険性がある地域における緊急的な対策施設の整備に要する経費に

ついて、それぞれ補正しようとするものであります。 

 28ページをお開き願いまして、第４項港湾費でありますが、第１目港湾管理費の説明欄、

港湾快適環境推進事業費は、港湾施設内に流入した支障物の撤去など港湾機能の回復に要

する経費について補正しようとするものであります。 

 29ページに参りまして、第６項住宅費ですが、第１目住宅管理費の説明欄、公営住宅維

持管理費は、県営住宅敷地内に流入した土砂の撤去等に要する経費について補正しようと

するものであります。 

 少し飛びまして、34ページをお開き願います。第11款第４項土木施設災害復旧費の第１

目河川等災害復旧費は道路、河川等の公共土木施設の復旧等に要する経費について、38ペ

ージをお開き願いまして、第８項住宅施設災害復旧費の第１目住宅施設災害復旧費は県営

住宅の復旧等に要する経費について、それぞれ補正しようとするものです。 
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 次に、債務負担行為について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、先ほどの議案（そ

の６）にお戻りいただきまして、６ページをお開き願います。第２表債務負担行為補正の

うち当部関係は、７ページの２変更中、３道路維持修繕及び４河川等災害復旧事業の２件

について、いずれも令和元年度から翌年度以降にわたって施工される工事に係るものであ

り、事業費の変更に伴い、それぞれ債務負担行為の限度額を変更しようとするものです。 

 次に、付託議案１件について御説明申し上げます。14ページをお開き願います。議案第

46号土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることに

ついてでありますが、これは災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業におきまして、建設事業

に要する経費の一部を受益市である宮古市に負担させようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。一日も早い復旧に向けた取り組みを推進してまいります。よ

ろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○ハクセル美穂子委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○佐々木朋和委員 では、被害状況について少し御質問させていただきたいと思います。 

 管理河川の出水状況について、水位の超過河川が載せられておりますし、また河川施設

の被害状況ということで、97カ所について被害を受けたとのことでありましたけれども、

それによって実際に住家被害がどの程度出たかについてはまとめられておりますでしょう

か。 

○幸野河川課総括課長 河川の増水に伴う家屋等の被害状況でございますが、これについ

ては、現在もまだ確定した数字はございませんが、県管理の河川から溢水したことによっ

て家屋等に浸水が生じた河川もあると承知しております。代表的なところでいいますと、

久慈市の小屋畑川で多くの家屋が浸水しておりまして、床上、床下とも100戸以上と承知し

ているところでございます。そのほかにも、同じく久慈市、野田村にまたがります宇部川

では、床上13戸、床下74戸と数字が報告されておりますけれども、これについては河川か

らの溢水なのか内水がもとになっているのかをまだ、詳細に把握しておりません。その他

の河川についても、現在鋭意調査しているところでございます。 

○佐々木朋和委員 今代表的なものを挙げていただきましたけれども、そういった河川に

ついては、今般の台風が日常のものなのか、異常気象による、何年に１度なのかの議論に

もなってくると思うのですけれども、今後改良復旧も含めて検討されていくのかどうかお

伺いします。また、ただいま、内水氾濫か河川からの溢水か判断がつかないとの話もござ

いましたが、内水氾濫のポンプでの排水等も当部の所管だと思っておりますので、内水氾

濫による被害も把握されている分があればお示しをいただきたいと思います。 

○幸野河川課総括課長 先ほど申し上げました小屋畑川でありますが、ここについては改

良的な要素を行わなければ同じような溢水が起こるものと考えております。今河川の周囲

とか状況について調査しておりまして、ここに事業を導入できるかどうか検討を進めてい

くこととしております。 

 また、内水氾濫に関しては、同じく久慈市内ですけれども、久慈市の内水氾濫がかなり
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多かったと聞いております。ここについては、県管理河川で久慈川に注ぎ込む沢川がござ

います。ここについても、内水氾濫対策としてポンプ設置等ができるかどうかについて検

討してまいりたいと考えております。 

○佐々木朋和委員 今般の気象状況の説明でも短期間で記録的な大雨が降ったとのことで

ございました。私の地元の話で恐縮ですが、飯澤委員も決算特別委員会で御指摘をされて

おりましたが、砂鉄川の松川地区に、ポンプを一つ新たに加えていただいたほかに、国か

らのポンプ車も出動して何とかしのいだのですが、要請から出動まで３時間かかったとい

うことがございました。また、反対側の滝ノ沢地区のポンプは２台あるのですけれども、

一定水位にならないと２台目は稼働しない仕様でございまして、それが今回の短期間の豪

雨に対応できたのかどうかというと、民家被害はありませんでしたが、道路は水に浸りま

した。これは一例でございまして、内水についてはポンプの強化、あるいは仕様について

も、実際に２基ついているのに、水位がここまでなるまでは使えないよということになっ

ているのであれば、それが今般の記録的な短期間の大雨を受けて、そういった仕様が本当

に正しかったのか、そういったことも含めて全県的にチェックも必要かと思うのですけれ

ども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○幸野河川課総括課長 先ほどお話のあったポンプ２台が設置されているところで、まず

は１台が動くという、そういった仕様については、そもそもそのポンプを設置したときの

想定ということで、一定の水位まではまず１台のポンプで間に合うと、それを超えた場合

は２台目が動くという仕組みでありまして、動き方自体は計画どおりでありますが、委員

おっしゃったとおり、今回のような雨にそれがちゃんと対応するものかどうかについては

検証していきたいと考えております。 

○佐々木朋和委員 今言ったのは一例でありまして、ぜひ全県的に検討、チェックをして

いただきたいと思います。 

○髙橋はじめ委員 今回の台風第19号ですが、資料の１、気象状況のところに盛岡地方気

象台からいろいろ時系列に情報提供があったとのことで、特に13日の未明に沿岸北部で局

地的に猛烈な雨となって、記録的短時間大雨情報を発表した、また、そのすぐ下のところ

に、避難判断水位超過河川が22河川、17市町村なりホットラインで連絡したとありますが、

これはどのあたりで対象の市町村に連絡されたのか。それから、各市町村ではその連絡を

受けた場合、どのような対応をとることになっているのか。一応避難しなければならない

地域の住民にはお知らせをするでしょうけれども、その辺のところを一つお聞きしたい。 

 それからあと、被災市町村への支援なのですが、それぞれのところに職員を派遣したり

しておりますけれども、災害査定というか、住宅被害の査定に対する支援はないのか。ま

た、被災市町村から要請はないのか。あるいは県土整備部ではなくて、担当部署は別なと

ころになるのか。大変だろうなと思っておりましたので、お伺いしたいと思います。 

 それから、７、岩手県建設業協会による災害対応なのですが、協定ではいろいろな、災

害パトロールとか河川の流木撤去、あるいは道路の啓開等々書いてありますけれども、ど
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れを優先というか、ここから取りかかるというのはそれぞれの市町村の判断なのか、また、

県道や国道は県で判断するでしょうけれども、その辺の優先順位とかは、どのような形で

流れていくものなのか教えていただければと思います。 

○幸野河川課総括課長 まずはホットラインを実施するタイミングでありますが、県では

河川に水位計を設置して、その水位を一つの目安にするわけでありますけれども、その中

で避難判断水位に達するおそれがある段階になった際に、各広域振興局土木センターから

各首長等に対して、そういう状況であることをホットラインでお知らせします。それで何

がなされるかというと、避難判断水位に達しようとする場合については避難を考えていた

だきたいタイミングでありまして、今般の台風第19号では、それ以前から県の風水害対策

支援チームにおいて、明るいうちから避難を呼びかけることが行われていましたので、ホ

ットラインによってどう動いたかわかりませんけれども、それと風水害対策チームの助言

とあわせて避難につながるものと考えております。 

○伊藤技術参事兼建築住宅課総括課長 住宅の被害程度の把握に対する支援のお話だった

と思いますけれども、いわゆる罹災証明書の発行等に関しての支援になろうかと思います。

具体的に建築部局でそういった形での支援はこれまではなかったのですけれども、関係部

局で住宅被害の状況に応じて、支援の判断をされている状況でございます。 

○多田副部長兼県土整備企画室長 岩手県建設業協会との災害協定でございますけれども、

通常地元業者の方々は地元の状況を把握しておられるわけでございまして、支部ごとに協

定を結んでおりますのは、まずはパトロールをしていただきたいと、情報収集といいます

か、そういったことでお願いをしているところであります。そのパトロールをした結果、

障害物等を撤去しなければならないとなれば、除去していただく。それから、壊れている

ところがあって応急的に復旧しなければならないところがあれば、次の段階で、そういっ

たところの修繕、修理、補修もお願いする段階になっていくのだと思います。通常であっ

ても道路パトロールとか年間で委託契約しているところもあるのですが、それを超えるよ

うな部分についてはこういった災害協定、応援でもってやっていただいているところでご

ざいます。 

○髙橋はじめ委員 先ほどのホットライン、具体的にこのときは何時ごろにホットライン

で連絡したのか、もう一点、確認のためにお伺いしたいと思います。 

 それから、もう一点、被災住宅の関係は今のところ支援要請が来ていないとのことで、

各市町村で対応しているから、罹災証明の発行もまあまあやっているのだろうと思います。

それはそれでよかったと思っています。 

 それから、支部ごとにとは、支部長の判断なのか、その辺はどういう指示とか、こうい

う事態になったら各支部長の判断で何社かの加盟建設業の方々がパトロールに行くとかな

のでしょうか。 

○幸野河川課総括課長 ホットラインの具体的な実施の状況でございます。代表的なのは、

今回の台風で最も早くホットラインが発生しました、宇部川の上流域で、これは久慈市で
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ございますが、避難判断水位を超えたのが10月12日の夜９時50分でございました。ホット

ラインはそれを迎える前で、午後９時37分に県北広域振興局土木部から久慈市へのホット

ラインを実施しております。 

○大久保建設技術振興課総括課長 岩手県建設業協会の災害時における対応ですけれども、

各支部長の判断なのかとのお話でしたけれども、まず災害パトロールにつきましては、異

常気象で、１時間当たり20ミリメートルの雨が降ったり、１日当たり80ミリメートルの雨

が降ったりしますと、自動的にパトロール員があらかじめ決められた河川とか道路とかの

割り当てられた土木施設を点検するようになっています。そして、その点検結果を各広域

振興局土木センターなりが受けまして、被災の報告があった場合は、その被災箇所の応急

復旧が必要かどうかを判断いたしまして、復旧が必要になった場合には、広域振興局土木

センター所長から各建設業協会の支部長に応急復旧の依頼をしまして、支部長が最寄りの

建設会社を特定し、そこと県が契約して応急復旧を進める流れになっております。 

○髙橋はじめ委員 建設業協会の各企業の皆さんには、雨が降ったり、災害があった都度、

献身的に復旧に向けた取り組みをしていただいて、本当に感謝を申し上げたいと思ってい

るところでございます。 

 最後に一つですが、規定水位の判断のために簡易的な水位計をたくさんつけましたよね。

あれはとても有効であったと思っておりますが、ただもう少し上流にも数をふやさなけれ

ばならないのではないかと感じたのですが、一つの河川で２カ所とかではなくてもう少し、

例えば４カ所とか、状況によっては氾濫のおそれがあるような河川にはもう少し上流から

水位を監視しながら、早目に避難勧告できるような体制も考えていかなければならないの

かと思っておりましたが、今回は、将来に向けてこうすべきという、お感じになっている

ことがあればお伺いしたいと思います。 

○幸野河川課総括課長 おっしゃったのは危機管理型水位計というものでございまして、

今年度から運用を開始したところでございます。これによって通常型水位計を補完する形

で、さまざまな箇所の水位が見られるようになりまして、もっとふやしてほしいとの御意

見でございますが、それについて、今後どの程度あればいいのかは考えてまいりたいと思

います。 

 一方、数値だけではなくて、現地の状況をカメラ等で見る必要もあるかと考えていまし

て、今年度簡易型の河川監視カメラを整備することを進めておりまして、来年度の出水期

前までに、現在、約120基の監視カメラをつけて、河川の現地状況が見られるような体制を

整えようと取り組んでいるところでございます。 

○軽石義則委員 港湾快適環境推進事業費についてお聞きいたします。これから冬場に向

けて、アワビ漁含めて、漁家にとっては非常に重要な時期を迎えると思うのですけれども、

それの対策も含めて支障物を除去するのだと思いますけれども、何カ所とか現状をどのよ

うに把握していて、予算額の算出根拠はどうなっているのかお示し願います。 

○照井港湾課総括課長 詳しい箇所の資料を今手元に持っていないのですが、支障物は各
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港湾で発生していまして、中身は河川から流れ出てきた流木とか、ごみとかが小型の船だ

まりに堆積している状況なのですが、大きなものについては災害復旧事業でできるのです

が、今回はそれほど大きなものがなくて各船だまりに小さくなっていまして、場所によっ

ては漁業協同組合で揚げたりしている状況になっていまして、それらについて陸上に揚げ

たものを処分する経費とか、まだ揚げていないものを処分するとのことで積み上げている

金額となっています。 

○軽石義則委員 それぞれの漁業協同組合からもいろんな情報があって、それらの内容か

ら積み上げているのが現状の金額との理解でよろしいでしょうか。 

○照井港湾課総括課長 各漁業協同組合にやっていただいていますので、そういうものを

広域振興局土木センターで情報収集して、なおかつ自分たちでも現地で確認しながら積み

上げている金額で5,500万円となっています。 

○軽石義則委員 最初にお話ししましたとおり、これから大事な時期を漁家は迎えるわけ

ですので、適正にされているとは思いますけれども、しっかりその現状を把握して、積み

上げている結果以上に要望があった場合には、それにも対応していただけるとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

○照井港湾課総括課長 現状を十分調査しているつもりですけれども、実際やってみて足

りなければ、適切に対応していきたいと思います。 

○軽石義則委員 それぞれ漁業協同組合単位で全部を把握しているわけではないと思いま

すので、いろいろな課題も発生する可能性もありますし、今特に海の仕事は非常に厳しい

環境にあるのはこれまでも議論されておりますし、農林水産部がする部分もあると思いま

すが、県土整備部で対応できる部分はしっかり、早期に支障物を回収して処理できるよう

にしていただくことをお願いして終わります。 

○ハクセル美穂子委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ハクセル美穂子委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ハクセル美穂子委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。各案件は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ハクセル美穂子委員長 御異議なしと認めます。よって、各案件は原案を可とすること

に決定いたしました。 

 以上をもって県土整備部関係の議案の審査を終わります。 

 以上をもって本日の日程は終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。 

 


