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県土整備委員会会議記録 

 

                      県土整備委員会委員長 佐々木 茂光 

 

１ 日時 

  平成30年１月10日（水曜日） 

  午前10時２分開会、午後１時22分散会 

  （うち休憩 午前11時59分～午後０時０分、午後０時１分～午後１時５分） 

２ 場所 

  第４委員会室 

３ 出席委員 

  佐々木茂光委員長、阿部盛重副委員長、伊藤勢至委員、小野共委員、柳村岩見委員、

嵯峨壱朗委員、工藤勝博委員、五日市王委員、小野寺好委員、臼澤勉委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  戸塚担当書記、竹花担当書記、高橋併任書記、黒澤併任書記 

６ 説明のため出席した者 

(１) 県土整備部 

    中野県土整備部長、高橋理事兼副部長兼県土整備企画室長、 

遠藤道路都市担当技監、八重樫河川港湾担当技監、嵯峨県土整備企画室企画課長、 

小上県土整備企画室用地課長、菊池建設技術振興課総括課長、 

沖野建設技術振興課技術企画指導課長、田中道路建設課総括課長、 

白旗道路環境課総括課長、岩渕河川課総括課長、佐々木河川課河川開発課長、 

大久保砂防災害課総括課長、藤井都市計画課総括課長、 

小野寺都市計画課まちづくり課長、矢内下水環境課総括課長、 

廣瀬建築住宅課総括課長、辻村建築住宅課住宅課長、谷藤建築住宅課営繕課長、 

照井港湾課総括課長、箱石空港課総括課長 

 (２) 企業局 

    畠山企業局長、菊池次長兼経営総務室長、中屋敷技師長、 

藤原経営総務室経営企画課長、細川業務課総括課長、村上業務課電気課長 

７ 一般傍聴者 

  １名 

８ 会議に付した事件 

(１) 県土整備部関係 

（継続調査） 
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  「県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組について」 

(２) 企業局関係 

 （継続調査） 

  「いわて復興パワー（電力を活用した新たな地域貢献の取組）について」 

  「高森高原風力発電所について」 

(３) その他 

    委員会調査について 

９ 議事の内容 

○佐々木茂光委員長 ただいまから県土整備委員会を開会いたします。 

 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会

議を行います。 

 初めに、県土整備部関係の県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組に

ついて調査を行います。 

 調査の進め方についてでありますが、執行部から説明を受けた後、質疑、意見交換を行

いたいと思います。それでは、当局から説明を求めます。 

○岩渕河川課総括課長 大規模氾濫に対する減災のための治水対策として、県管理河川に

おける水防災意識社会の再構築に向けた取組について御説明申し上げます。 

 本日の説明は、お手元の資料の表紙に記載のとおり、１に国で制定した水防災意識社会

再構築ビジョンの取り組み、２に水防法等の改正の内容、３に本県の洪水減災対策協議会

の取り組み、４に県の具体的な防災・減災のための主な取組、最後に、最近の国の動向の

５項目について、順を追って御説明します。 

 資料の２ページをお開き願います。最初に、水防災意識社会再構築ビジョンについてで

す。資料に記載しておりませんが、再構築ビジョンの背景として、平成27年９月の関東・

東北豪雨では、記録的な大雨により国管理河川の鬼怒川等の堤防が決壊し、死者14名、全

半壊家屋7,000棟以上という甚大な被害が発生しました。 

 そこで、この災害を教訓に、施設には限界があり、施設では防ぎ切れない大洪水は必ず

発生するものへと変革を促し、社会全体で洪水に備えるため、水防災意識社会の再構築へ

の取り組みが必要と、平成27年12月に社会資本整備審議会から答申されました。 

 この答申を踏まえ、国土交通省では、水防災意識社会再構築ビジョンとして、各地域に

おいて全ての直轄河川とその沿川市町村で構成する協議会を設置して、平成32年度をめど

に、水防災意識社会を再構築する取り組みを行うこととしております。 

 資料中ほどの主な対策として、この取り組みは三つのポイントで構成されています。左

から危機管理型ハード対策です。これは、堤防を越える洪水が発生した場合でも、決壊ま

での時間を少しでも引き延ばすよう、堤防を工夫する対策です。二つ目の洪水氾濫を未然

に防ぐ対策は、堤防の整備など、これまでの河川改修の取り組みとなります。三つ目は、

住民目線のソフト対策として、行政側から家屋倒壊等氾濫想定区域の公表、タイムライン
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の策定及び水位情報等の提供により、住民みずからリスク情報をもとに主体的に避難でき

るよう取り組むものです。 

 その後、下の段にありますが、平成28年８月の台風第10号による、岩手県や北海道など

での甚大な被害を教訓として、国では平成29年１月に、水防災意識社会の再構築の取組を

都道府県が管理する中小河川においても本格展開すべきと、取組拡大の答申が示されたと

ころであります。 

 ３ページをお開き願います。次に、水防法等の改正についてですが、背景として水防災

意識社会再構築ビジョンと連動して法整備が進められ、逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最

小化を実現し、同様の被害を二度と繰り返さない抜本的な対策が急務として、平成29年６

月に水防法等が改正されました。 

 法案の概要についてですが、２点ございます。１点目の逃げ遅れゼロの位置づけのため、

関係者の連携体制の構築を図るものとして、青線で囲っておりますが、国、県、市町村で

構成する大規模氾濫減災協議会の創設。次に、市町村長による水災害リスク情報の住民へ

の周知。次に、災害弱者の避難については、これまで要配慮者利用施設における避難確保

計画の作成や、避難訓練の実施が努力義務でしたが、今回の法改正で義務化となりました。 

 また、右側に記載しておりますが、２点目の社会経済被害の最小化のための既存資源を

最大限活用する取り組みです。都道府県知事等の管理河川で高度な技術力等を要する工事

については、国による代行制度を創設。次に、民間事業者を活用した水防活動の推進。次

に、水防管理者が指定する輪中堤など、浸水拡大を抑制する施設等の掘削、切土等の行為

を制限し、保全を図るものです。 

 このように、水防災意識社会再構築ビジョンや水防法等の改正を踏まえ、国では今後５

年で緊急的に実施する水防災意識社会再構築に向けた緊急行動計画を平成29年５月に取り

まとめ、公表したところです。 

 ４ページをお開き願います。次に、岩手県における洪水減災対策協議会についてですが、

これまで説明しました国の取り組みと並行して、平成28年台風第10号災害を教訓に、国、

県、市町村で構成する洪水減災対策協議会を設置しました。 

 上段の本協議会の概要についてですが、減災のための目標を共有し、ハード整備とソフ

ト対策を一体的かつ計画的に推進することとし、全ての県管理河川を対象として、平成29

年12月に、今後５カ年で実施すべき地域の取組方針を取りまとめたところです。 

 本協議会は、下の表に記載のとおり、平成29年６月までに県内３圏域に設立しておりま

す。上から、三陸沿岸の三陸圏域、次に内陸部は二戸市、八幡平市を中心とする馬淵川米

代川新井田川圏域と、北上川上流としております。３圏域のエリアを示したものが右側の

図のとおりとなります。 

 今後、この取り組み方針に基づき、大規模洪水時における逃げ遅れゼロの達成に向けて、

各構成員が連携し、減災対策に取り組んでいきます。 

 ５ページをお開き願います。次に、防災・減災のための主な取組について御説明します。
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（１）の、避難判断水位の設定など住民の避難行動の目安となる水位周知河川の指定につ

いてです。指定の基本方針ですが、県内の防災拠点や資産集中区域をカバーするため、未

指定市町村の河川指定を進めるほか、平成28年台風第10号で甚大な被害を受けた河川や、

近年の洪水実績のある河川を優先して、今後５年間で20河川を指定します。 

 各河川の年次計画は、記載のとおりです。右側の地図において緑色で表示した箇所が今

後５年間での指定河川となります。なお、赤字は指定済みの河川をあらわしております。 

 次に、左下のところになりますが、水位監視カメラについてです。昨年５月に水位周知

河川に指定した小本川及び安家川を含めた30河川34区間において、現在設置工事を進めて

おります。カメラの設置により、これまでの水位データに加え、３月からは映像でも水位

状況が確認できる予定です。 

 ６ページをお開き願います。次に（２）、洪水浸水想定区域の指定についてです。指定の

基本方針ですが、①のとおり水位周知河川に指定済みの河川を優先するほか、②として、

北上川水系の県管理河川においては、国管理区間の指定との連続性を確保する必要がある

ことから、①に加えて10河川の指定を行い、合わせて５年間で30河川の指定を進めます。 

 各河川の年次計画は、下の表のとおりです。右図は、昨年６月に指定した一関市夏川に

おける洪水浸水想定区域図です。平成27年の水防法の改正を踏まえ、想定最大規模の降雨

に対応した区域図となっております。 

 左下の箱のところですが、洪水浸水想定区域の指定後の対応についてですが、地元説明

会の開催や市町村が作成する洪水ハザードマップ作成を支援してまいります。 

 ７ページをお開き願います。次に（３）、県から市町村へ水位情報を直接電話するホット

ラインについてでありますが、昨年６月から全ての水位周知河川において運用を開始した

ところです。ホットラインは下の水位のグラフのとおり、青の折れ線で示す河川水位が時

間とともに上昇し、上から２本目の紫の横線で示しておりますが、市町村長による高齢者

などの避難開始発令判断の目安となる、避難判断水位を超過するおそれがある場合に実施

しています。 

 右上の表に平成29年度の実績を記載しています。７月から５回の大雨及び台風時に、延

べ26市町村へ連絡したところです。今後も県からの情報が市町村に直接伝わり、避難勧告

等の発令の遅れを防ぎ、確実な避難行動につながるよう取り組んでいきます。 

 ８ページをお開き願います。次に（４）、タイムラインの作成についてですが、資料に記

載しておりませんが、タイムラインとは防災関係機関が連携して、災害時にいつ、誰が、

何をするのかに着目し、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画となります。 

 表に作成例を記載していますが、気象情報や水位到達情報を時間軸として、県、市町村

及び住民がとるべき行動を整理したものとなります。赤字で記載しているとおり、今年度

から始めた風水害対策支援チームの助言や、盛岡地方気象台や県からのホットラインの取

り組みも反映させるなど、各防災関係者が連携し、確実な避難行動につながるよう取り組

んでいきます。 
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 上段に記載のとおり、現在の取組状況についてですが、市町村と調整を図りながら作成

を進めており、今年度中に水位周知河川で運用開始する予定です。 

 ９ページをお開き願います。次に（５）、河道掘削・立ち木伐採についてです。全体計画

ですが、平成28年の台風第10号の出水において、多くの河川で土砂の堆積が進んだことか

ら、これまでの計画を見直し、河道掘削は114河川、約152万立米、立ち木伐採は74河川を

見込んでおり、計画期間は平成29年度から５年間としております。 

 対策箇所の選定基準ですが、近年の浸水実績のある箇所や資産の集中箇所など、市町村

にも意見を伺った上で、実施予定河川は下の表に各圏域ごとに取りまとめております。 

 また実施に当たっては、洪水実績など事業効果の高い箇所から実施するとともに、民間

事業者による砂利採取の活用や、地域住民との協働により取り組みを進めていくほか、今

後も出水後の実態を把握した上で計画を見直しするなど、効果的かつ効率的に実施してま

いります。以上が県の取り組みについての御説明です。 

 10ページをお開き願います。次に、最近の国の動向について御説明します。最初に（１）、

危機管理型水位計についてです。上段の目的についてですが、国では洪水時だけの水位観

測に特化した低コストの水位計を開発し、都道府県等が管理する中小河川における水位計

の普及を促進して、水位観測網の充実を図ることとしています。 

 この水位計の特徴は、長期間メンテナンスフリーとして、無給電で５年以上の稼働や、

橋梁などへ容易に設置できるよう小型化されているほか、初期コストや維持管理コストの

低減が図られるものであります。特に初期コストの低減においては、１台当たり100万円以

下と、従来の10分の１以下のコストとなっております。 

 現在、下の欄に記載のとおり、昨年８月から横浜市内での実証実験を踏まえ、観測機器

の使用を取りまとめております。また、本県など積雪寒冷地対応の水位計については、12

月から山形県内において実証実験を開始したところであり、今後、この試験結果をもとに、

機器使用等が決定すると伺っております。県としましては、国との協議を進め、平成30年

度から順次現地に設置していくこととしております。 

 11ページをお開き願います。（２）、中小河川緊急治水対策プロジェクトについてですが、

国では平成29年の九州北部豪雨等による豪雨災害を踏まえ、全国の中小河川、約２万河川

の緊急点検を実施したところです。この点検結果を踏まえ、平成32年度をめどに緊急的な

対策を行う内容や箇所を示した中小河川緊急治水対策プロジェクトが平成29年12月１日に

公表されました。 

 実施する緊急対策は３点ございます。表の左から、１点目は土砂・流木による被害への

対策です。通常は水を流し、洪水時には流木や土砂を捕捉する透過型砂防堰堤等の整備で

す。下段に記載のとおり、県では22渓流において対策を実施することとしております。中

ほどの２点目は、再度の氾濫発生の対策として、河道掘削や堤防を整備するものです。県

では、平成28年台風第10号関連箇所などの事業実施中の７河川で対策を実施することとし

ております。３点目は、洪水時の水位監視の対策として、先ほど御説明しました危機管理
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型水位計の設置です。県では338カ所、268河川に設置する計画としています。県では、こ

の緊急治水対策プロジェクトへの対応について、国の補正予算等を活用するなど、重点的

に推進していくこととしております。 

 資料の説明は以上となります。今後も必要性、緊急性を踏まえて河川整備を進めていく

とともに、住民の円滑かつ迅速な避難を促すため、市町村と連携を図りながら、ハード整

備とソフト対策を組み合わせた総合的な治水対策を推進してまいります。以上で説明を終

わります。 

○佐々木茂光委員長 ただいまの説明に対し、質疑、意見等はありませんか。 

○伊藤勢至委員 まず、立派な資料を頂戴しました。これは、いつできたのでしょうか。

きょうの招集の前に、もしいただけるものであれば、もうちょっと詳細に読み取ることが

できたと思っております。これは、注文をしておきたいと思います。 

 そういう中で、まず４点お伺いしたいと思います。一昨年の台風第10号被害以来、この

ような県内の河川、確か850河川あると思っておりましたが、その河川に目が向いてまいり

まして、このような対策を打ち出してこられたことは評価をいたしたいと思いますし、ぜ

ひこれを推進していただきたいと思うところであります。 

 そこでお伺いいたしますが、一昨年になりますけれども、岩手県国土強靱化地域計画が

発表になりました。これは政策地域部が担当したものでございました。昨年の早い時期に

は、平成28年台風第10号被害を加味した見直しをするということで、補足の説明があった

ところであります。 

 総務部あるいは政策地域部も、当然こういう災害等については関係があるものと思いま

すが、こういうものを構築あるいは政策を立案するに当たって、そういうところとの連携

といいますか、情報交換というのはされているのかお伺いをいたします。 

○岩渕河川課総括課長 今回のこの再構築に向けた取り組みの取りまとめに当たりまして

は、一昨年の台風第10号等も踏まえ、関係部局等も一緒になった形で、今後新たな風水害

に対応した整備を進めていこうということで、連携しながら取り組んでいるものです。 

○伊藤勢至委員 県の政策でありますので、１部署が突出することではなくて、全体のチ

ームとして、オール岩手で政策を進めていただきたいと思うところであります。 

 次に、岩手県内の河川、１級河川、２級河川、市町村管理の準用河川、いろいろあるわ

けでありますけれども、例えば閉伊川についてであります。アイオン台風、キャサリン台

風の以前は随分長い間、堤防が余りなかったようでありまして、特にアイオン台風以来、

急遽堤防をつくったと。その際に、底地を買わないでつくってしまった部分があるようで

あります。川のみお筋がしょっちゅう、大きな目で見れば変わっておりますので、個人所

有の河川敷もある。今後防潮堤等をつくっていく場合には、当然用地買収から入っていか

なければならないわけであります。今回以降新しくつくるものについては、当然そういう

措置を講じていくことになるのだと思いますが、それ以前に底地を買わないままどうもつ

くっているらしいというところがまだあると思うのです。そういうものの対策といいます
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か、対応はお考えになっているのでしょうか。 

○岩渕河川課総括課長 河川内の民地の関係でございます。ただいま閉伊川の例をお話し

いただきましたけれども、これまでも、そういった民地のところにおいて、例えば出水に

よって土砂が堆積したりということが出てきた場合には、権利者を調べて、その土地の所

有者の了解をいただきながら河道掘削を進めているところです。そのような土地というの

は非常に多くございまして、今後も引き続きこのような形で土地の所有者の協力をいただ

きながら対応してまいりたいと考えております。 

○伊藤勢至委員 そのとおり川というものはしょっちゅうみお筋が変わると。10年、15年

のスパンで見れば劇的に変わっているのだと思うのです。これは仕方がないことでありま

すが、いずれ底地を買わないままにつくった部分がまだ継続をして残っているのであれば、

そういう始末をまずつけることが先ではないかと思うところでありまして、そういうこと

を提案しておきたいと思います。 

 それから、防災という観点から見ますと、まず台風が襲来し、どんどん水量が上がって

きそうだと。まず一番先に様子を観察するために出動するのが義勇消防団ですね、義勇消

防団の中で水防工法とか、そういう訓練もしておりますけれども、この訓練というのは、

恐らく消防団組織そのものが始まったころからの、明治末期、大正初期あたりのもので、

本当に大水に対する対応策なんていうものではないのです。しばを二、三本束ねてロープ

で流して、その木が削られたところに行って、それ以上削られるのを防ぐとか、前近代的

なやり方をやっていまして、そういうことをやること自体が危ないのです。もちろん警察

官もですし、あるいは県の職員についてもですけれども、東日本大震災津波の教訓は、見

に行ってさらわれた人が多かったということを、ぜひ忘れないでいただきたいと思うので

す。 

 ですから、大災害には人間は勝てないと。したがって、見に行くのもいいかげんにして、

むしろ避難を先行したほうがいい。それは、あなた方県職員も当然でありますけれども、

消防団あるいは警察官についてもそういうのを先行しないと、大変な犠牲を強いることに

なる。つまり部下を持った人方は、そういうことに対して、そういう決断、逃げろという

ことを言える状況を持っていないといけないと思うのです。 

 消防団というのは、大日本帝国陸軍の流れをくんでいまして、撤退するとか、逃げると

かという命令を出せないのですね。出すのは潔くない、格好が悪い、卑怯者。ところが、

そうではなくて、今回の東日本大震災津波でも最初の15分は住民のため、あとの15分は自

分のため、そういう議論が出てきていますので、こういう災害対応の初期の部分で、現場

を見に行った人たちが犠牲になることがないような、そういう部分もここに含んでいかな

ければいけないと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○岩渕河川課総括課長 今、大雨、大規模な洪水災害が発生した場合には逃げなければな

らないという御指摘もいただきました。消防団員も団員数の減少とか高齢化が進んできて

いる中で、今回の水防法改正で、水防活動の取り組みについて、余りそういう大きい洪水
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でない場合には、地元に建設業者等が大型重機を所有していたり、応急活動に関する所見

を持っていたりする場合には、そういった方々の協力もいただいて対応するということが

整備されたところです。 

 余り大きくない洪水のときには、こういった建設業者等の協力をいただきながら対応で

きるということになってきたわけですけれども、極端に、これから想定最大規模みたいな、

1,000年を超えるような大規模洪水も想定されるわけですので、そういったときには、今伊

藤委員からも御指摘があったとおり、逃げるといったことについても、この取り組みの中

で進めていきたいと考えています。 

○八重樫河川港湾担当技監 ただいまの河川課総括課長の説明の補足ですが、岩手県で毎

年策定している水防計画というものがあります。伊藤委員の御指摘のとおり、平成25年の

水防法改正だったと思いますが、水防活動に従事する者の継続活動可能時間という概念が、

しっかり組み込まれていまして、あふれるまであと何分この川は活動できるのだというこ

とをちゃんと示して、それ以上の活動は危険になる場合は行わないという概念が全国的な

水防計画の構成上取り入れられているということを御紹介させていただきます。 

○伊藤勢至委員 最後にしますけれども、先ほど岩渕総括課長が大きくない場合の対応と

おっしゃいましたが、洪水が大きいか小さいかというのは、これは結果論なのですよね。

つまり、台風が来て今雨がばんばん降っているものが、現在は小さいけれども、結果的に

は大きいものになったということなのであって、結果論をもって大きい小さいの判断で対

応するというのは、うそだと思います。 

 したがいまして、水があふれたということだけを見るのではなくて、台風の中心がどこ

にいて、原因がどこにあって、それが上方にあって移動しているのだということまで読ん

での対応をしなければ、ちょっとやばいことになりはしないかと思います。 

 何よりもまず三十六計逃げるにしかずですよ。計画を立案するあなた方もそうですけれ

ども、水防団であるとか、警察であるとか、あるいは地域の町内会長とか、そういう方々

が見に行って、結果的に流されるようなことになってはいけないということがありますの

で、まず根本の第一義にそこを置いてかかっていただきたいということをお願いして終わ

ります。 

○小野共委員 今の伊藤委員の話に関連するのですが、水防災意識社会の再構築に向けて、

浸水する想定区域や、水位周知河川の指定をしたと。これは、国の法改正によるものであ

って、河川の災害に対しては、予防対策として河道の掘削だとか、立ち木の伐採だとかと

いうのも、それはそのとおり必要なのだと思いますが、先ほど来話がありますとおり、２

年前の平成28年台風第10号被害では、台風が初めて太平洋側から東北地方に入ってきたと。

恐らくゲリラ豪雨であるとか、水害というのは、今までは海だけ注意していればよかった

ような地域、岩手県沿岸はそういう面もあったと思いますが、本当に真面目に、これは水

災害、河川の災害も本当にやらなければいけないという意識改革になってきたような災害

の中で、例えば家の中でテレビを見ている人たちにどのように避難させるかといったよう
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なことを行政として考えていかなくてはいけないのだろうと思います。 

 ２年前の台風第10号の河川の災害など、何回もゲリラ豪雨のようなものが、年に三、四

回来ますが、それでもまだ避難する方というのは、沿岸だけでなくて、県内の自治体にお

きましてもまだまだ少ない状況なのだろうと思います。基本的に避難しないで家の中でテ

レビを見ている人たちをどのように避難をさせるのかといったような啓発活動までも、き

ょうの資料の再構築に向けた取り組みの中に入っていないとやっぱり十分とは言えないの

ではないのかという気がするのです。 

 県の仕事として、国の法改正に基づいて、こういった取り組みをつくったというのはそ

のとおりなのだと思います。もっと基本的なところで、先ほど来、伊藤委員のほうからも

話がありますように、まず災害があり、避難勧告、避難指示が出ましたと、そのときに避

難しましょうという意識をつけるための行動、行政としての啓発活動、その辺はどう見ま

すか。 

○岩渕河川課総括課長 今小野委員のほうからお話のありました家の中にいる人の避難と

いうことについてですが、これは資料の３ページの一番下のところの、水防災意識社会の

再構築に向けた緊急行動計画、タイトルしかここに表示しておりませんが、全部で32項目

を取りまとめております。この中で円滑な迅速な避難のための取り組みとして、平時から

住民等への周知、教育、訓練に関する事項という項目も盛り込んでおりまして、この中で

今後とも県と市町村が連携しながら、情報提供も含めた避難につながるような取り組みを

進めていくこととしております。 

○小野共委員 具体的にその啓発活動、今まで避難訓練を毎年のようにやっていますが、

結果として体育館なり一時避難所に避難される方が少ないという状況です。具体的な啓発

活動というのは、例えばイメージできるようなものだと、どんなものがありますか。今ま

で避難しなかった人たちを避難させるのだというような、ああ、なるほどと、これは避難

しなければいけないと思うような啓発活動というのは、具体的に例えばどんなものが挙げ

られますか。 

○岩渕河川課総括課長 まず一つは、今進めている岩手県のモバイルメールというのがあ

ります。これに登録しますと、避難判断水位等に達すれば、緊急的に自分の携帯にメール

が入ってくるということで、避難しなければならないのだというようなことが住民のほう

に伝わる取り組みです。 

 あとそのほかに、今総合防災室のほうとも連携して取り組んでおりますが、各自治会等

では自主防災組織が組織されております。そういった組織の方々の協力もいただきながら、

個別に家庭を訪問するなどの呼びかけをして、早目の避難行動につながるよう取り組んで

いるところです。 

○小野共委員 今個別の訪問とおっしゃいましたけれども、これは災害時の訪問というこ

とですか、それとも日ごろの訪問ということですか。 

○岩渕河川課総括課長 避難については、日ごろからの心構えを周知するということが大
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事なわけでして、そういった取り組みのほかにも、例えばあしたには台風が来るよといっ

た場合には事前に予測できますので、明るいうちに、こういった形で地域住民の方々に連

絡するとか、そういった取り組みも進めるところです。 

○工藤勝博委員 私も小野委員の話の続きになりますけれども、防災、減災のためのハー

ド面、ソフト面の取り組みは、まさにこのとおりだと思いますけれども、県から市町村ま

ではそういう流れができていると。しかし、その地域に暮らしている住民に対する周知は

どうすべきかということも書き込んでおかないとまずいのではないかと思います。という

のは、今の集中豪雨、ゲリラ豪雨、局地的に強い雨ということで被害が発生しているとい

う状況でもあります。それをいかに早目に察して、先ほどの避難をどうするかと。避難を

指令する市町村長なり担当の方が、県からのそういう状況を把握しながらすると思うので

すけれども、そこから先の連携といいますか、周知をどうしていけばいいのかというのが

問われているのだろうと思います。その辺に関しては、どのような状況でしょうか。 

○岩渕河川課総括課長 行政からの情報が住民にきちんと伝わって、逃げ遅れゼロにつな

がるということが一番重要だと思います。そういった中で今回の緊急行動計画をもとに、

県を３圏域に分けて洪水減災対策協議会をつくりました。その中できちんと地域住民への

情報伝達についても、各市町村の防災担当も含めた中で今議論しています。そういった中

で今後具体的な取り組みを進めていくこととしております。 

○工藤勝博委員 先ほどの県からの緊急情報は、スマートフォンとかで知らせるわけです

けれども、特にも高齢者の方はそういうのを持ち合わせていない方もいると思います。今

までは、各市町村で防災無線というのもありますよね。その防災無線の活用も含めて、こ

れから特にも情報伝達できるような仕掛けをしていかないと、せっかく設置している無線

装置も効果を発揮しないし、特に台風とか嵐のとき、無線で聞き取れないこともあるので

す。だから、何言っているのかわからないという家もありますので、そういうのを改善し

ながら、新たな仕掛け、仕組みをつくるべきだと思います。その辺の取り組みと、せっか

くつくっている防災無線を、例えば災害時だけではなく、いろんな形で活用できるという

仕掛けも必要になっていくのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○岩渕河川課総括課長 確かに大雨のときに防災無線で幾らがんがん放送しても、雨音で

聞こえなかったりするということもあります。そういったこともありまして、今我々のほ

うでも水位情報等を市町村のほうにも連絡しますし、あとマスコミ等のほうにも情報提供

しております。そういった中で、テレビを見ていれば、テレビの画像にテロップで流れま

して、今ここはこういう状況で危ないよといったことも見られるようになっておりますの

で、そういった取り組みも今現在進めております。 

 あと、私もよく詳しいことはわからないのですが、ある市町村におきましては防災無線

にかわって個別のインターネット回線を使って、それがテレビの映像にも表示されるとい

うような取り組みもしていると聞いておりました。そういったことから、今後防災担当部

署のほうとも連携しながら、より周知が図られるよう取り組みに努めてまいりたいと考え
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ております。 

○工藤勝博委員 今の気象観測もかなり精度が高くなっており、１キロ平方メートルでは

なく、もっともっと狭い範囲でどれだけ降るかと、観測網が充実しております。河川のほ

うも水位周知とかそういうのもありますけれども、よく今ドローンが災害時にかなり有効

に活用されるということもありますので、それらも含めて可能であれば映像で、先ほどの

テレビなり、あるいはまたスマートフォンにも表示できるような、そういう現状をライブ

で流せれば、本当に避難は速やかにいくのだろうと思いますので、それらも工夫しながら

やっていただければと思います。 

○臼澤勉委員 私からも、一部重複する部分もありますけれども、端的にお伺いいたしま

す。 

 まず、今回ハード対策、ソフト対策について、水防災意識社会の構築ということでいろ

いろと示されたわけですが、私もまさに先ほど来、伊藤委員、小野委員、工藤委員からも

お話があったとおり、ハードでできる部分と、何よりもやはりソフトの部分です。資料に

書いているように、主体的に避難し、実効性のある住民目線のソフト対策を築いていくの

がすごく重要なポイントになると。過去の災害の教訓は、まさにここにあるのかと思って

おります。 

 その点から改めてお伺いしますが、私は県土整備部が取り組むべき部分と、そこを超え

て総務部や、他部局との連携というお話も先ほどありましたけれども、そこはきちっと消

防のほうも含めて機能していかないと、この社会の構築というのは多分なかなか実現でき

ないのだろうと思っております。その点について、改めて他部局とどのように連携を図っ

ていこうとお考えになっているのか、まずお伺いいたします。 

○岩渕河川課総括課長 他部局との連携についてですが、ソフト対策としましては、基本

的には総務部のほうと連携することが基本となっております。そのほかにも、例えば要配

慮者利用施設に住んでいる方の避難については、保健福祉部とも連携するということで取

り組んでまいりました。そういったことで、今後も関係する部局とも情報交換、共有しな

がら連携して取り組みます。 

○臼澤勉委員 それぞれ連携するとは思うのですけれども、人間の心理として、頭では当

然わかってはいると。わかってはいるけれども、なかなかそれを行動に移せない、あるい

は災害とかの場合、自分はそういった場面に置かれていないのだというような意識があり、

なるべく自分は当事者ではないというような意識が働いて、なかなか避難行動に移れない

でいるというのが、私は過去のいろんな教訓で学ぶべき点ではないのかと思っております。 

 その点から水位河川だとか災害の情報提供というのはいろいろ示されて、住民に届くよ

うな仕組みができてはくるのでしょうけれども、さらにそこから具体的な避難行動に移す

部分は、県土整備部で取り組む部分から少し離れる部分もあるのかもしれません。ただそ

うはいっても、まさに何のために今回こういうビジョンを示してやっていくのかというと

ころでは、さらに具体の行動に移す、あるいはどこにどのように移っていくのかというよ
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うなところを丁寧にというか、住民への防災教育というようなところも必要になってくる

と思うので、改めてそこをもう一度お伺いします。 

○岩渕河川課総括課長 確かに地域住民の方々の適切な避難行動に結びつけるためにも、

行政側のほうでも横の連携をきちっととってやっていくことが重要だと思っています。 

 その一つの例としまして、ことし内閣府のモデル事業として、久慈市にある、グループ

ホームひだまりという要配慮者利用施設ですが、そこで避難計画等作成するに当たりまし

ては、関係部局とも一緒になって、実際に現地を歩いて、どこが危なくなく避難できるか、

そういったところも、我々は技術的なところの側面もアドバイスしながら、実際取り組ん

でいっているところです。今後も現場を見ながら、より実態に即した対応につながるよう

取り組んでまいりたいと考えています。 

○臼澤勉委員 住民は、行政が全て私たちの命を守ってくれるのではないかと思う傾向が

強くなってきているのかと思うのですけれども、みずから自分の命を守るのだというよう

な視点も大事になってくると思います。そういった意味では日ごろの地域住民の河川管理

の草刈りだとか、いろんなコミュニティーの共同事業をどんどん進めていきながら、そう

いった取り組みも丁寧にやっていっていただければと思います。 

 それで、今回、平成32年度までの５カ年計画ということで示されており、今後いろいろ

ハード事業、ソフト事業に取り組まれていくようなのですけれども、先ほど国土強靱化の

お話もあり、そことも絡むとは思うのですが、今県土整備部としては、どの程度の予算が

必要になってくる見通しなのか。そして、その財源とか、そこら辺の確保見通しがもしわ

かればお伺いいたします｡ 

○岩渕河川課総括課長 洪水減災対策に関する予算の見通しについてですが、今回この洪

水減災対策協議会におきまして、これから取り組むべき方針を取りまとめ策定したところ

です。今後具体的にどこの場所でどうやるべきかというところをこれから詰めていくこと

となりますので、予算の見通しについては今お示しすることはできません。ただ、今後、

こういった取り組みにつきましては、国のほうの交付金事業等も認められるということに

なってきておりますので、そういった国の補助事業等も活用しながら、積極的に推進して

まいりたいと考えております。 

○臼澤勉委員 やはり思いだけでは対策というのもできませんので、そこら辺の財源の確

保も必要になってくると思いますし、川以外にも砂防ダムや治山ダム、要は農林水産部と

の連携だとか、例の県民税の話も今後議論は出てくると思いますけれども、ぜひそういっ

た部分も含めて地域全体の防災対策といいますか、水防災意識社会の再構築に取り組んで

いただきたいと思います。 

 それで、最後にいたしますけれども、例えば今回５ページ目にも水位周知河川の指定と

いうものも示されており、５カ年で20河川ということですけれども、例えばここに指定さ

れていない河川もいろいろございます。例えば矢巾町も岩手医科大学移転に伴って、芋沢

川だとか、太田川とか紫波町の古館のあたりは結構な住宅密集地で、過去にも氾濫してい
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るようなところもあるのですけれども、今後の他の河川のそういった見通しというのは、

また次のステージで動いていくのか、参考までにそれらの方向性を教えていただければと

思います。 

○岩渕河川課総括課長 水位周知河川の取り組みについてですが、水位周知河川に指定す

るためには、まず河川に水位計を設置してデータを蓄積する必要があることから、水位周

知河川に指定された河川については水位計を設置し、データを蓄積して、順次次の展開に

結びつけていきたいということで考えております。 

○嵯峨壱朗委員 川に入り込む内水については、市町村の管理ですか。その中に県が管理

しているそんなに大きくない川もあるのです。水の流れが変わってきた理由には、田んぼ

自体が水を吸収していて、川に入り込む水を大分抑えていたという、それを前提に川の幅

とか、そういうのをやっていたのだと思うのです。ところが、今は田んぼがなくなって、

住宅地とか道路がいっぱいできていって、もうその地域そのものの保水力がなくなってい

るから、今大雨の流れもあるけれども、そういったところで想定外の水がどんどん川に入

ってきています。多分久慈市だけではなく、いろいろなところであると思うのですけれど

も、そういったことをトータルに考えていかないとと思ったりします。そういった捉え方

はどうなのですか。 

○岩渕河川課総括課長 要は河川ではなくて、その周りの土地利用の状況が変わってきて、

それを河川整備にこれから反映していかなければならないかという趣旨だと思いますが、

当然河川計画を計画するに当たりましては、その土地の利用状況を見ながら、河川の計画

高水流量等を定めることとしております。そういったことから、今後もそういった利用状

況をきちんと把握しながら、将来予測を見込んだ形で取り組んでいきたいと考えています。 

○嵯峨壱朗委員 こんなに水が出るはずがないのに何で出たのかと、この間そういう例が

あって、役所の人とか県の広域振興局の土木部の人たちと見に行ったのですけれども、そ

うしたら、やっぱり県管理の沢川って、そんなに大きくない川なのですけれども、こんな

に来るというのは、保水力がもう当然落ちているのですよね。現場を見ながら、だから、

そうなったのかという結論だったのです。それと同時に、入り込む土砂を撤去するだけで

もスムーズに流れていくのではないか。そんなに難しくない対応でも、川に流れ込む、い

わゆる久慈川だったら久慈川に流れ込む水をスムーズにはけるとか、そんな金をかけなく

てもそういったことがあるような気がして見ているのです。それをうまく連携し、お互い

に分担しながらやれば、結構うまくいって、住民からすれば、何でこんなあふれてくるの

だとか、そういったのが防げるような気がして見ていました。 

 さっき予算の話がありましたけれども、９ページの河道掘削は、昔からよく河道掘削の

ときは河川整備の予算が、全県で８億円ぐらいしかとっていないから余りできないという

ように、ずっとそうでしたが、国に要望しても交付金がどうこうだからなかなかつかない

ということでしたが、さっき財源として交付金とかという話をしていましたね。国のほう

でそういった考え方が変わってきたから、そういったものを使えるようになったと理解す
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ればいいのか。それと、国で考えている11ページのプロジェクトは、全国の中小河川で実

施、全体事業費約3,700億円と出ていましたね。こういうことも関係があるのですか。 

○岩渕河川課総括課長 防災減災の取り組みとして、基本的には国の法案、交付金等も活

用しながらできるように、今見直しされてきておりますが、河道掘削については、まだ国

からは了解を得られていないところでありまして、県としてもぜひ認めていただくよう、

予算の拡充について、聞かれるたびに要望しているところです。 

 それから、11ページの右下に書いております緊急治水対策プロジェクトの約3,700億円に

つきましては、三つの取り組みがございますが、全国枠で約3,700億円と見積もっているも

のです｡これについては、国としては平成32年度をめどに取り組んでいきたいと考えており

ますので、県としても引き続きこの事業を活用しながら整備を進めていくよう、要望して

取り組んでまいりたいと考えております。 

○小野寺好委員 私も嵯峨委員と同じ疑問を持っていたのですけれども、９ページなので

すが、河道掘削、立ち木伐採、これも前からずっと何回も何回も言われていまして、当局

は否定するわけではなくて、大事なことですなんて言いながら、全然できないと。今回新

たに箇所づけして、５年間でということになっているのですが、さっきの答弁で、ちょっ

と予算措置はという話だったのですけれども、具体的にどのくらいかかるのかとか、その

裏づけを改めてお聞きしたいと思います。 

 ほかにも道路の新設だとか、道路、橋梁の長寿命化のほうでどんどんお金がかかってい

く中で今回どっと出てきて、本当にやるのかという疑問がありますので、予算の裏づけは

どうなのか、改めてお聞きしたいと思います。 

 それと、掘削とか伐採でいろいろ排出されるものについては、例えば砂利なんかでも、

きちんとした粒のそろったものではなくて、いろいろだと思うので、これをきちんと使う

ためにはまたかなりの手間がかかるのかと。そういったのをどういう手だてを考えている

のか。あるいは伐採したものについても、普通の燃料として火力の強いようなものを発す

るわけではなくて、いわゆるくずみたいな木、そういった建築用材にもできるわけではな

い、燃料としても優秀なものではないものをどうやって利用していくのか。そういった疑

問が出ましたので、お知らせいただければと思います。 

○岩渕河川課総括課長 最初に、河道掘削の予算の裏づけということですが、県のほうで

は今年度から５カ年で取り組んでいきたいと考えております。いずれ県の単独費で進めて

いかなければならないということで、県の財政当局のほうに予算要求しながら今取り組ん

でいるところです。今年度も、当初予算のほかに９月補正でも予算を追加でいただいてお

りまして、そういったことで取り組んでいるところですが、引き続き財政当局のほうに対

しては、切れ目なく取り組んでいけるよう予算を要求してまいりたいと思っております。 

 それから、出た残土について、その有効活用をどうしていったらいいのかということで

す。まず一つは、結構大粒の石がある砂利系であれば、砂利採取業者の協力をいただきな

がら採取するということもありますし、あともう一つは、実際道路に使用する盛り土等に
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も質のいいものについては利用するなど、そういった公共事業間での利用についても進め

てまいりたいと考えております。 

 あと三つ目の立ち木伐採の処理についてです。これについても、確かに切った木を産廃

処分場に持っていくとなれば、それだけ経費もかかってくるわけです。そういった中でも、

これまでも取り組んでいるのですが、枝は処分するにしても幹の部分については、地元の

方々からもまきに欲しいという要望も出てきておりますので、その辺についてはＰＲをし

ながら、より有効活用を図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

○小野寺好委員 何かちょっと予算の面で心配に思ったのですけれども、県予算全体が震

災関係で１兆円超していたのが、どんどんまた減っていって、分相応にというと岩手県は

7,000億円くらいではないかと前から言われていますけれども、そういったようにどんどん

県予算全体が小さくなっていく。その中で土木関係の予算も当然縮んでいく。1,000億円を

超えるようなというのは、もうあり得ない。そういった中で、こっちを最優先というわけ

にはいかないと思うので、やっぱり計画は立てたけれども、予算全体が縮まっていく中で、

できませんでした、ごめんなさいとなってしまうのではないかと、何かそんな気がするの

ですが、大丈夫なのでしょうか。 

○岩渕河川課総括課長 いずれ河道掘削というのは、河道掘削することによって流下能力

をきちんと確保して、ある一定程度の洪水に対しても対応するということで重要な分野で

す。そういった意味からも、今後も引き続き財政当局のほうにもその辺については十分御

理解をいただきながら、予算確保に努めてまいりたいと考えております。 

○伊藤勢至委員 まだ時間があるようですので、一つお願いしたいと思いますが、過去の

事例に学ぶということは非常に大事なことだと思います。その中で本県では、たしか十五、

六年以上前だと思いますけれども、軽米町の雪谷川の地域に時間100ミリメートル以上のま

さにゲリラ豪雨がございまして、上流に針葉樹の植えつけをしておったようですが、10年

か15年ぐらい、直径15センチメートルぐらい、高さ15メートルぐらいの針葉樹がばたばた

倒れまして、それが流れてきて昭和橋にみんな横倒れになって詰まってしまいまして、昭

和橋の橋脚も古い橋脚ですので、幅が狭かったということで、それがダムの状況になって、

あふれてしまって、大災害となったと記憶しております。 

 県内には、そういう状況のところはいっぱいあると思うのです。そして、今天気予報で、

台風の場合、何時間後にはどの地域とか、そういった状況がすぐつかめるようになってき

ていますので、そういうのをシミュレーションして、本県のどこの川にどういうものが来

た場合に一番危ないのはどこだということをあらかじめ調査ができるのではないかと思う

のです。岩手大学の工学部等にアウトソーシングするのもいいでしょう。そういったこと

で、事前の対応というのが大事になってくる。１日も２日も、そのうちどう来るかわから

ないというのではなくて、情報的にもう瞬時に台風の流れなんていうのはわかるわけであ

りますので、こういう対応を当然とれるように変わってきていると思うのですが、実は昨

年暮れに防災・減災対策調査特別委員会で静岡県に視察に行ってまいりまして、静岡大学
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防災総合センターの牛山先生にお話を伺いました。雨が降れば山が崩れる、山が崩れたら

川が埋まると、まさに達観だと思うのです。 

 これは、もう既に軽米町雪谷川の件から十五、六年以上たっているということは、十五、

六年以上にわたってそういったものが繰り返されてきている。河道にはまた、年を経るご

とにいろんなものがたまってきているという状況にあると思うのです。そういうものを組

み合わせた条件の中で、どの川が一番弱いのか。防潮堤をかさ上げするよりは、河道掘削

のほうが安く、面積的にも広くできるのではないかと、そういう効果を狙うことも必要か

と思うのですが、いかがお考えでしょうか。 

○岩渕河川課総括課長 今、軽米町の雪谷川を例にお話しいただいたところです。いずれ

事前の対応は非常に大事だということです。これらにつきましては、最近は大分気象情報

も発達して、さまざまな情報も早く取り入れていけるのかと思っています。そういった中

で事前の予測、対応について、どうとっていったらいいかというところにつきましては、

今後我々のほうでも検討してまいりたいと考えております。 

○佐々木茂光委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木茂光委員長 ほかになければ、これをもって県管理河川における水防災意識社会

の再構築に向けた取組について、調査を終了いたします。 

 この際、執行部から、平成30年度上期の台湾定期チャーター便の運航について発言を求

められておりますので、これを許します。 

○箱石空港課総括課長 それでは、お手元に配付の資料をごらんください。平成30年度上

期の台湾定期チャーター便の運航について御説明をさせていただきます。 

 このたび、本年３月28日から10月24日までの間におけるタイガーエア台湾によるいわて

花巻空港と、台湾・桃園国際空港との定期チャーター便の運航が決定しましたので、お知

らせいたします。 

 この定期チャーター便は、台湾側・日本側混乗型となり、タイガーエア台湾のＷＥＢサ

イトで１月下旬から航空券の販売が開始される予定です。 

 このチャーター便の利用促進、さらには定期便化の早期実現を目指し、達増知事が訪台

し、１月15日、台湾において、本県とタイガーエア台湾との間で国際定期路線の実現の連

携に関する覚書（仮称）の調印式を行うことといたしましたので、あわせてお知らせいた

します。 

 決定した定期チャーター便の概要ですが、航空会社はタイガーエア台湾。運航はこれま

でのチャーター便と同様、毎週２往復、水曜日と土曜日の運航となります。それ以降は、

現在の運航とほぼ同様の対応となっております。 

 覚書の調印式と知事の訪台ですが、１月15日、台湾の台北市において、達増知事とタイ

ガーエア台湾張会長による調印式、それから岩手県の観光ＰＲ、合同記者会見を実施し、

チャーター便等のＰＲを実施する予定となっております。 
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 参考として、裏面のページをごらんください。参考１は、最近の台湾チャーター便の運

航実績、参考２が過去の台湾定期チャーター便の運航実績、３ページ目、参考３が外国人

延べ宿泊者数の推移、最後の４ページ目が本年度の国際チャーター便の運航実績の見込み

となっております。以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐々木茂光委員長 ただいまの報告に対する質疑も含め、この際、何かありませんか｡ 

○臼澤勉委員 ２点ぐらいお伺いしたいと思うのですけれども、まさに台湾は御案内のと

おり本県の一番大きな、インバウンドの６割ぐらいを占めているような市場ですが、今回

のこのタイガーエア台湾との覚書の締結において、いろいろ御苦労されてきたのだろうと

思います。そういった中で今このチャーター便の運航において、改めてどんな課題があっ

て、それに対して今回のタイガーエア台湾から何か具体の条件とか、こういったところを

もっと頑張ってほしいとかというところがあるのか、まずお伺いしたい。 

○箱石空港課総括課長 定期チャーター便の運航に関する課題です。やはり今後継続して、

あるいは拡大していくため、さらにその先定期便化を目指していくために一番大きな課題

というのは通年の需要の確保、それから本県側からのアウトバウンドの需要の確保という

ことになるかと思っております。 

 それに向けて、まさに覚書を締結して連携して取り組んでいこうということで、台湾、

現地での本県の観光ＰＲ、知名度向上による需要の確保、それから岩手側での台湾の情報

発信によるアウトバウンドの利用促進ということに取り組んでいきたいと思っております。 

 具体的にこういう条件でという目標数値なり、そういったことは示されておりませんけ

れども、今後双方連携して、プロモーション、ＰＲに取り組んでいこうということで合意

をしたいと考えております。 

○臼澤勉委員 ２ページ目のところにも、参考２で過去の運航実績があります。今課題の

中でもありましたが、アウトバウンドを含めて需要の掘り起こしは、まさに重要なポイン

トになってこようかと思います。その前提として、やはり他空港との連携というか、たし

か仙台空港のほうではタイガーエア台湾も二、三年前から飛んでいたと思うのですけれど

も、仙台空港との連携や、秋田県、青森県とかとの広域的な動きのところも必要になって

くると思います。 

 アウトバウンドに関して、岩手のマーケットは限られている部分もあります。県民の需

要の掘り起こしはするのでしょうけれども、やっぱり限られている部分もあろうかと思い

ますし、秋田県から引っ張ってくるというか、他県からも掘り起こすように東北観光推進

機構も含めた、あるいは今も観光の北東北３県の推進協議会があったと思いますけれども、

その辺の掘り起こし、具体的にどのように取り組んでいこうとお考えなのかお伺いします。 

○箱石空港課総括課長 まず、他空港との連携についてですが、タイガーエア台湾は今御

紹介いただいたように、一昨年、2016年７月から仙台空港のほうに就航しております。ま

た、函館空港のほうにも定期便就航しておりますので、その間にいわて花巻空港が入って

一緒に連携できれば、仙台、花巻、そして南北海道函館といった、南北海道と北東北を周
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遊できるような広域的な観光のさらなる飛躍につなぐことができると考えておりまして、

そういった点を東北観光推進機構と連携しながら取り組んでいきたいと思います。 

 また、アウトバウンドの面で、青森県、秋田県、隣県等からの需要の確保ということも

大きな課題となると思います。また、武器になる点ではないかと考えます。青森県、秋田

県でもインバウンドに一生懸命に取り組んでおりますので、その裏返しとして、アウトバ

ウンドのほうも取り組んでいくということになろうかと思いますので、その辺は一緒に取

り組んでいきたいと思っております。 

 ちなみに、一昨年、初めて秋田県の自治体で鹿角市が岩手県空港利用促進協議会に加入

いたしました。県境をまたいで促進協議会に加わるというのは珍しいところですので、そ

ういった取り組みも拡大できるようにしていきたいと思っております。 

○臼澤勉委員 いわて花巻空港は岩手の空港ではありながらも、もう少し広域的に、北東

北３県、あるいは東北の仙台空港に次ぐ使いやすい空港なのだというようなところをもっ

とアピールしていくように、あるいはそういう環境整備を整えていただきたいと思います。 

 最後に、ちょっと中華航空のことを聞いていいのかどうかあれなのですけれども、今回

はタイガーエア台湾のお話なのですが、以前、平成16年あたりに季節定期便が見送られた

経緯があったかと思います。他社のそういった、交渉ですから、今明らかにできない部分

もあろうかと思いますし、ポートセールスといいますか、そこら辺の動き、もし教えてい

ただけるところがあるのであれば、あるいは香港のほうも含めてお伺いします。 

○箱石空港課総括課長 台湾のチャーター便の誘致につきましては、航空会社は中華航空

グループに対してこれまで働きかけをしてまいりました。今御紹介ありましたとおり、一

昨年に一時、中華航空のほうで季節定期便を運航しようというところまで至ったわけです

が、いろいろな事情で見送られたというところです。昨年５月の末に知事が訪台した際は、

中華航空とタイガーエア台湾の両社を訪問しております。タイガーエア台湾は、中華航空

の100％子会社でございまして、中華航空のほうからも中華航空グループとしていろいろ考

えていきたいというお話を受けた結果、現在に至るという状況です。 

 それから、香港のほうにつきましても、香港の航空会社を訪問しております。昨年、震

災後初めてチャーター便が運航されましたので、香港のほうは、この次のステップとして

は本数の拡大ということに取り組んでいきたいと考えております。 

○阿部盛重委員 この際で１点だけ、災害公営住宅の件ですけれども、３月から入居可能

だというところもあるようですが、もう既に空室が出始めているので、そこの対応をどう

されるのか。また一般の方々に入居してもらうのかというのと、それから沿岸地域の災害

公営住宅に入居している方々で高齢の方々のいるところについて、５年、10年、15年、シ

ミュレーション的なものをどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。 

○辻村住宅課長 災害公営住宅の空き室の関係です。現在、災害公営住宅は制度上、一定

期間が過ぎますと一般の公営住宅としての活用ができる制度となっております。これをも

ちまして、既に災害公営住宅の建設計画が全て完了した市町村、応急仮設住宅等がもう既



 19 

になくなった市町村等につきましては、空き室の一般公営住宅への切りかえ等について、

その活用を既に開始しているところです。 

 一方、宮古市以南の市町村につきましては、まだ応急仮設住宅にお住まいの方々が残っ

ておりますので、まず私どもとしましては、これらの方がちゃんと、例えば家を建てるな

り、災害公営住宅に入っていただくなり、そういったような形で、それらの方々の住居の

問題が解消された上で、次のステップに行くというような形になろうかと考えているとこ

ろです。 

 それから、今後の見通しですけれども、確かに災害公営住宅は性格上、被災者がいなく

なりますと空き室が出てくるような形になってくると思っております。高齢者等が多いと

いうのは承知しているところですが、具体のシミュレーションということになると、なか

なかちょっと死亡の見込みなどといった算定できないデリケートな内容を含むものになっ

てしまうので、シミュレーションという形では持ち合わせてはおりませんけれども、まず

は今後の一般公営住宅としての活用。それでも今後空き室が出てくる場合は、その先を見

据えての活用というのは、いずれこれから大きな課題になってくると思いますので、それ

は市町村と意見を交わしながら、具体のところについて考えていきたいというところです。 

○阿部盛重委員 先ほどの話ですけれども、市町村からは具体的な御相談とかはまだない

段階ですか。 

○辻村住宅課長 現在、例えば岩泉町ですとか、既に広域振興局整備分の災害公営住宅が

既に完了したところについては、新たに災害公営住宅に入居する者はいないということで

お話をいただいておりますし、あと宮古市以南の市町村だとこれからそういう形の手続に

向けて、具体にどういう方法が必要になってくるのかといったことについての問い合わせ

はいただいておりますので、これらに対して具体の手順について情報を提供させていただ

いているところです。 

○五日市王委員 細かい話で恐縮ですが、県道の草刈りなのですけれども、お盆前にはい

つもやってもらっているのに、ことしはさっぱり来ないなということで、何件か私のほう

にも連絡が来たのです。業者に聞いてみると、やっぱりそこそこ建設業会も忙しくなって

きているようなので、それどころではないと、単価的にも安いしというようなお話をする

業者もいました。あと何か苦情を言ったら、刈り払い機を使ったことのないような人たち

が来てやってくれたとか、何かそういった話も聞いて、気になったものですから、その辺

はどのような状況になっているかわかりますか。 

○白旗道路環境課総括課長 草刈りにつきましては、業者委託する場合は年間１回の刈り

払いの契約をしておりまして、大体お盆前くらいに草刈りをするような状況になっており

ます。それ以外の時期にもしそういった要望があった場合につきましては、契約が終わっ

ている場合であれば、道路維持業務について年間で契約している委託業務がありますので、

そういった業者のほうにお願いして草刈りする場合もあります。 

 どういった形での要望だったか承知しておりませんけれども、もし草刈りをしないで見
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通しが悪いとか、そういったことがあれば、各広域振興局土木部や、土木センターのほう

に御相談いただければと考えております。 

○五日市王委員 去年がたまたまそうだったのかもしれませんけれども、いわゆる山間部

ですよね。やっぱり１車線半ぐらいのところは、もうとてもとても怖くて危険なところも

あるものですから、地元でお願いしてやっていただいているところもあります。そういっ

たところでは、高齢化もあり、お願いされている単価では、さすがにやれないとかとやめ

たところも多分結構あると思うのです。逆に今私がお話したようなところは、もし部落で

お願いしてもらえるのであればやってもいいよというところも当然出てくると思うのです

が、業者と話してもいずれやっぱり何となく単価の問題が気になるのです。その辺は、何

か工夫しながら単価を上げていくということも一つのやり方なのだろうと思ったものです

から、その辺を考えていただきたいと思うのですけれども、いかがなものでしょうか。 

○白旗道路環境課総括課長 委託料に関しましては一般的には作業にかかる歩掛といいま

すけれども、そういったものに基づいて設定して行いますので、なかなか単価を簡単に上

げるというわけにはいかない場面もあるとは思います。いずれ業者の意見であるとか、住

民共同でお願いしている草刈りもありますので、その辺につきましては住民団体の方々、

あるいは請け負っていただいた業者の方々から意見を聞きながら、困っていることはどう

いうことなのかというようなことを把握しながら、今後の発注に取り組んでいきたいと思

っております。 

○佐々木茂光委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木茂光委員長 ほかになければ、これをもって県土整備部関係の調査を終わります。 

 県土整備部の皆様は、退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 企業局関係の説明の準備のため、少々お待ち願います。 

 それでは次に、企業局関係のいわて復興パワー（電力を活用した新たな地域貢献の取組）

について調査を行います。 

 調査の進め方についてでありますが、執行部から説明を受けた後、質疑、意見交換を行

いたいと思います。なお、説明はパワーポイントを利用して行うとのことでありますので、

あらかじめ御了承願います。それでは、当局からの説明を求めます。 

○藤原経営総務室経営企画課長 それでは、いわて復興パワーについて電力を活用した新

たな地域貢献の取り組みについて説明申し上げます。お手元にも資料をお配りしておりま

すが、こちらのスクリーンのスライドをごらんいただきながら説明申し上げます。 

 内容としましては、初めに、取組の背景・経緯等を説明し、次に、いわて復興パワーの

概要、最後にこの取り組みの一つであります電気料金の割引について説明申し上げます。 

 まず初めに、タイトルにあります、いわて復興パワーについてですが、企業局と東北電

力は、本県の最重要課題である震災復興とふるさと振興に寄与するため、このたび県内企

業等を対象とした電気料金の割引を行うとともに、本県の震災復興・ふるさと振興関連施
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策を財政的に支援し、これらを一体的に進めることにより、地域の発展等に貢献するいわ

て復興パワーに取り組むこととしました。 

 この取り組みの背景・経緯等についてですが、電力の小売りや発電の自由化などの電力

システム改革を契機に、例えば山梨県企業局のやまなしパワーなど、他県の公営電気事業

において新しい形態の地域振興の取り組みが始まりました。企業局では、これまでにクリ

ーンエネルギー導入支援などの地域貢献事業に取り組んでまいりましたが、こういった他

県の事例を参考にしながら、企業局の電力を活用した新たな地域貢献策について模索して

まいりました。 

 一方、東北電力では、地域経済の成長・発展に寄り添うを社内方針とし、特にも被災地

の復興を重視していたことから、一昨年６月に合同の勉強会を立ち上げ、電力を活用した

地域振興策について検討を開始しました。その後、東北電力や、並行して庁内の関係部局

とも協議を重ねて、今般企業局と東北電力が連携して、新たな取り組みとして実施する運

びとなったものであり、昨年９月末に東北電力との共同記者会見により、事業内容を公表

したところであります。 

 次に、いわて復興パワーの概要についてですが、震災復興とふるさと振興に寄与するこ

とを目的とし、一つは県内企業等を対象とした電気料金の割引、二つ目に本県の震災復興、

ふるさと振興関連施策への財政的な支援、これらを一体的に進めることにより、地域の発

展等に貢献するものです。 

 一つ目の取り組みであります電気料金の割引についてですが、東北電力が企業局の水力

発電所で発電された電力を活用し、いわて復興パワーという電力供給ブランド名により、

一定の要件を満たした県内の対象企業等に対し、通常の電気料金から割引して電力を供給

するもので、後ほど詳しく御説明申し上げます。 

 二つ目の取り組みであります関連施策への財政支援についてですが、企業局の電気事業

会計の利益の一部を一般会計に繰り出し、震災復興、ふるさと振興関連施策、例えば中小

企業支援などの事業に財源充当するもので、繰出金の規模、使途等については、現在平成

30年度当初予算案の編成において検討中で、来月予定されております県当初予算案の公表

の際、詳細を明らかにすることとしております。 

 企業局としては、これらの二つの取り組みを一体的に行うことで、両輪による相乗効果

を得られることを期待しております。取り組み期間は、平成30年度から31年度までの２年

間とし、平成30年４月から運用を開始いたします。 

 また、この取り組みを推進するため、昨年９月に企業局と東北電力との間で、いわて復

興パワーに関する基本協定を締結し、11月には両者において、いわて復興パワー事務局を

設置して、12月より電気料金割引の募集、受け付け等を行っております。 

 次に、電気料金の割引について御説明いたします。いわて復興パワーの電気料金割引は、

電気料金のうち、使用量に応じて請求される電力量料金について５％低減した単価を適用

して料金を割り引くもので、基本料金は割引対象外となっております。一定の条件のもと
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で県が試算したところでは、中小工場の場合で年間約40万円、ビル・商業施設等の場合で

年間約23万円の割引効果が得られるものと見込んでおります。なお、料金割引に係る原資

は、東北電力が全額負担し、企業局の負担はありません。 

 この割引の対象となる企業等の要件は三つありまして、一つ目は県内に事業所を置く、

または新規立地など今後県内に事業所を置こうとする企業等であることです。ここで、企

業等とは、法人その他の団体及び個人事業主をいいまして、国及び地方公共団体並びにこ

れらの独立行政法人等は対象外としております。 

 二つ目の要件は、平成23年度以降、震災復興やふるさと振興、平成28年台風第10号災害

復旧復興に関係する国や県の補助金、いずれかの交付を受けていることです。対象となる

補助事業は、全部で124事業あります。 

 最後に、三つ目の要件ですけれども、東北電力から高圧の6,000ボルトで全量の電力供給

を受け、資料に記載の業務用電力でありますとか、高圧電力など七つのメニューのいずれ

かで契約している、または契約する予定であることです。以上、三つの要件を全て満たす

企業等を割引の対象としております。 

 なお、募集枠に限りがある中、多くの企業等に活用していただくため、１企業等につき

１事業所に限定しております。したがいまして、高圧で受電する複数の事業所を持つ企業

等の場合には、１事業所に絞って申請を行う必要があります。 

 割引企業等の決定につきましては、申請の受け付け順に審査を行い、企業局の東北電力

への売電電力量約５億5,400万キロワットアワー、これは県内消費電力量の約６％に相当す

る量ですが、この範囲内で要件に合致した企業等を料金割引企業等として決定します。高

圧需要家の平均使用電力量でこの５億5,400万キロワットアワーを割り返すと約1,000とな

りますので、この枠いっぱいまで申し込みいただければ、その程度の支援件数になるもの

と見込んでおるところです。 

 申請の手続の流れについて御説明いたします。いわて復興パワーの要件に合致し、電気

料金の割引を受けたい企業等は、事務局に申請書を提出していただきます。事務局は、閉

庁日を除き、昨年の12月１日から来年、平成31年１月31日までの間、随時申請を受け付け、

受け付け順に書類が整っているか、要件等に合致しているか等の審査を行い、申請者に対

して適合、不適合の結果を通知します。 

 受け付けから適合、不適合の通知までの一連の手続について、原則として１カ月以内に

事務処理を行うこととしており、募集枠５億5,400万キロワットアワーに達した場合、翌日

から受け付けを停止することとしております。なお、適合通知を受けた企業等については、

電気料金の割引を受ける権利が得られたことになりますが、実際に割引をスタートするた

めには、東北電力との電力需給契約の手続が必要となります。 

 この事業に関しまして、県民等へのＰＲについては、県のホームページのほか、各種団

体の機関誌や市町村の広報への掲載、商工会議所等の各種団体への周知を行っております。 

 また、ごらんのとおり県内10カ所で事業説明会を開催いたしまして、沿岸地域の漁業協
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同組合や水産加工業の会社などを中心に92名の御参加をいただきました。いわて復興パワ

ーの概要や料金割引について御説明をし、個別の相談等もお受けしております。 

 申請書の受け付け、審査状況等については、１月８日の時点で全体で102件の申請があり

まして、うち91件については適合が決定しております。地域別に見ると、内陸については

農業協同組合や製造業、県北・沿岸部は漁業協同組合や水産加工業、木材加工業が主な申

請企業となっております。 

 募集要項や申請書の様式等は県のホームページに掲載するほか、申請書の受け付けや問

い合わせ等はいわて復興パワー事務局が一元的に窓口となって対応しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐々木茂光委員長 ただいまの説明に対し、質疑、意見等はありませんか。 

○柳村岩見委員 何となく東日本大震災津波で被災を受けた本県、企業局として何か取り

組むべきこと等を考えてみると、行き当たる内容かもしれません。なるべくやらないほう

がいいという意見です。これは対象が県内企業ですから、被災を受けないところもありま

すが、それでも復興という名前を使う。いわて復興パワーについて、復興となぜかつける。

内陸に、そういう割引をしなくて済む人がいる。やらなくていいと思うのです。沿岸の、

いわゆるなりわいを流された、失ったと、そこから立ち上がっている途中だという方にも

っと割り引いてあげたらいい。内陸の人にやってあげる必要はない。いや、内陸でも苦労

しているでしょう。平たく岩手県内でなければぐあい悪いとかと考えるからこうなると。 

 岩手県企業局というところは、大変地味なお仕事をされているところで、派手なことを

してはいけないところ。いつまでも地味にもうけて、先行投資された分があれば本予算に

返していくぐらいの地味な会社と私は思います。そこが何かやろうとするということにつ

いて、余り賛成ではない。ましてや岩手県内、さっき言ったように沿岸の一瞬に流されて

しまって、そこから立ち上がろうとした人、その方々に割引してあげたらいい。もっと割

引率を高くして割り引いてやったらいいと思います。 

 横たわる脇の話として、その割に企業局としては岩洞湖の水を利用している農家の負担

は異常に高いという側面を持たれている。いわゆる高い水で、２倍の米もとれないのです。

同じくらい努力したら、同じくらいとれる。２倍もの水料金を払うのは大変でしょう。そ

れらは配慮されていません。どうなさいますか。 

○藤原経営総務室経営企画課長 割引について御説明申し上げます。 

 今回の電力量料金５％という割引の規模ですけれども、こちらについては東北電力と協

議の上で決定した数字でありまして、今電力小売自由化が進んでいるというような御説明

をいたしましたが、東北電力という会社はまだまだ大きなシェアを持っております。５％

を超えるような大幅な割引をするとなると、独占禁止法による不当廉売に抵触する可能性

があるということで、５％という数字にさせていただいております。したがいまして、柳

村委員から御提案のありましたこれ以上の割引というのは、現段階では難しいと考えてお

ります。 
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○柳村岩見委員 それなら、被災地の方々に、企業だけでなく個人も、民間の方々も含め

て広くなされたらいかがですか。 

○藤原経営総務室経営企画課長 今回企業等に限定したというのは、５％割り引いたとき

にどのくらいの割引効果があるかというところを勘案しております。説明の中で、工場の

場合ですと年間で40万円ぐらい、中小の商業施設で20万円ぐらいと御説明いたしましたが、

それは高圧の場合です。それよりも低圧の場合、一般の御家庭で契約している低圧の契約

で５％の割引となると、年間で数千円程度の効果しか得られないということになります。

そういった割引の効果、今回の取り組みである程度の効果の数字を出したいということで、

今回は高圧に限定させていただいたところです。 

○柳村岩見委員 最後にしますけれども、繰り返しですが、地味な企業です。余計なこと

をなさらないほうがいい。じっと地味で、このことが健全な姿なのです。もうかったら、

本体会計に戻されたらいかがですか。答弁は要りません。 

〇嵯峨壱朗委員 ちょっと１点だけ簡単なこと。電気料金の割引というのは、高圧の6,000

ボルト、おおむねイメージとすればどういうところなのですか。要するにイメージ的に言

うと、工場や加工場ですか。 

○藤原経営総務室経営企画課長 高圧で受電している事業所というのは、中小の工場とか、

あるいは小さな商業ビルとか、そういった電気をある程度使うような施設が該当します。 

○嵯峨壱朗委員 わかりました。例えば川徳とかでしょうけれども、イメージ的にちょっ

とよくわからない。 

○藤原経営総務室経営企画課長 例えば、盛岡市の大きなところで言いますと県庁は高圧

受電です。県庁とか合同庁舎とか。そういう施設で言うと、先ほど委員がおっしゃられた

川徳といったところが商業施設としては高圧受電の契約者です。 

○嵯峨壱朗委員 普通の商店とかは該当にならないわけですね。大きいところですね。 

○藤原経営総務室経営企画課長 小さいところは、先ほど申し上げた低圧受電ですので、

大きな工場が該当します。 

○伊藤勢至委員 正月らしい話をしたいと思います。企業局長、企業局は業を企む局です

よね。そこで今、日本の、あるいは岩手県の一番大事な問題というのは、やはり高齢化、

そして少子化。将来的に40年後には日本の人口は5,000万人になるというある経済大学の先

生が発表した本が今ベストセラーになっています。地方自治体が消滅するであろう、いろ

んなところが消滅をしていくだろうと。それは全て子供が少なくなってきているから。そ

うすると、電気を使うのも人間でありますよね。そして、同じく企業局でやっている水を

使っているのもこれ人間の根本的な部分であります。 

 したがいまして、今沿岸に気を遣い、いただいた御発言もありました。それはそれであ

りがたいのですが、岩手県の20年後、30年後を考えたときに、今一番やらなければならな

いことは、子供たちをふやしていく、そういうまずできることを今からやっていかなけれ

ば、５年後、10年後にやったのでは間に合わない。５年後、10年後はいないかもしれませ
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んけれども、今できることを今やらなければ、非常にやばい、こう私は思うのです。 

 したがいまして、思い切った政策を、例えば岩手県は何年か前からいわての森林づくり

県民税ということで、水道料金の上に1,000円上乗せし、大体７億円集まって、これは森林

づくりのほうに投資をしています。やっと国のほうもそういうところに目を向けてきまし

たので、この山の手当てに入れている７億円を引き揚げて、さらに企業局が同じぐらいの

額を合わせて、そして第３子を産んだ人たちには100万円ずつ学資として供与するような、

そういう政策を今出せるのは、懐が暖かい企業局しかないと。 

 もちろん中小企業あるいは沿岸の企業、水産漁業、農林業、いろいろそれは手当てをし

なければなりません。だけれども、それは主に我々が何とかやっていくでしょう。やって

いかなければならない。でも、今大事なことはそういうことではなくて、子供を産み育て

る岩手県でなければ岩手県は消滅しかねない、そういうことを一番大きな問題と捉えてい

くべきだと思うのです。そういう口火の先頭に立ってほしい。企業局長、業を企んでみて

はいかがですか。どうぞひとつ。 

○畠山企業局長 大変企業局に大きな期待をいただきまして、ありがとうございます。い

ろいろ電気事業で得た利益につきまして、先ほど伊藤委員からお話があったような県政の

重要課題に対して、その利益をしっかり使いまして知事部局と一緒になって頑張って取り

組んでいくという考えです。 

 今、申し上げましたいわて復興パワーというのは、一つには電気料金引き下げ、もう一

つには知事部局と一体となった県政の施策の推進という２本立てで取り組んでいくことと

しています。そこで来年度予算に関しましても、私どもの利益の一部をそうした施策に知

事部局と一緒になって活用してまいりたいと考えているところです。そうした中で産業振

興であるとか、さまざまな県政の課題、今伊藤委員におっしゃっていただいたような重要

な課題につきましても、一緒になって取り組んでまいりたいと考えていますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○伊藤勢至委員 水を使うのも人間です。そして、電気を使うのも人間。その人間がいな

くなるのですよ。岩手県が消滅するかもしれないと言われているときに、今ある企業に仮

に手当てをしてあげても、それはほんの短い期間のものでしかない。だけれども、30年後、

40年後に岩手県がなくならないように、今から手当てができるのは、やはり企業局しかな

い。地味な仕事とおっしゃった方もいます。ある面ではそういうことであるかもしれませ

んけれども、地味なことを続けるということは今どき難しいことなのですが、これは逆転

満塁ホームランになり得るものであって、誰かが打たなければならない。そういう考えを

ぜひお持ちいただきたい。 

 職員の皆さんで、ぜひ議論をしていただきたい。企業局しかできない、次の世代を俺た

ちがつくり出してやるぞと。私には勢至という名前がついている。当然卵子がいなければ

始まらない話でありますが、まずそういうところから話をしていただきたい。冗談っぽく

言いますけれども、人がいなくなったらこの世は何ともならないのです。消滅するような
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岩手県にならないようにするために、今手を打つべきだと。そういうことを全庁でひとつ

共有をしていただいて、取っかかりをつけていただきたい。 

強くお願いしておきたいと思います。お正月の話であります。でも、夢に終わらせては

いけませんので、正夢にするように頑張っていただきたいと思います。 

○佐々木茂光委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木茂光委員長 ほかになければ、これをもって、いわて復興パワー（電力を活用し

た新たな地域貢献の取組）について調査を終了いたします。 

 休憩します。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○佐々木茂光委員長 再開します｡ 

 この際、昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

   〔休憩〕 

   〔再開〕 

○佐々木茂光委員長 次に、高森高原風力発電所について調査を行います。 

 それでは、当局から説明を求めます。 

○村上業務課電気課長 それでは、高森高原風力発電所の建設事業について説明いたしま

す。 

 こちらのスクリーンをごらんください。こちらの映像は、風車組み立て後の昨年11月に

ドローンで撮影したものです。風車は全部で11基あります。 

 右下の建物をごらんください。この建物は各風車で発電した電気を一つにまとめる開閉

所となります。なお、隣に見える緑色の建物は一戸町の観光天文台となります。 

 説明の内容は、事業経緯、事業概要、環境アセスメント、建設工事、地域とのかかわり

の５項目となっております。 

 まず、事業の経緯ですが、企業局では平成６年度から県内で風況調査や環境調査等を実

施しております。高森については送電線に接続できなかったことから、開発を一旦凍結し

ました。その後、東日本大震災を契機に、災害時におけるエネルギー供給の重要性が注目

されたことから、企業局では平成24年度に東北電力の出力変動緩和制御型風力に高森を応

募し、送電線への接続が確保できたことから、建設に着手したところです。 

 次に、事業概要ですが、所在地は一戸町で、最大出力は風車11基で２万5,300キロワット、

総事業費は約127億円です。年間発電電力量は、二戸市と一戸町の全世帯数に相当する約１

万6,000世帯が１年間に使用する電力量となります。 

 こちらは、発電所の配置図です。風車は画面の左上にある高森高原に11基設置しており

ます。高森高原は盛岡市から車で約１時間半、最寄りの奥中山高原駅からは車で約15分の

場所にあり、近くにはいわて子どもの森やスキー場などがあります。各風車で発電した電
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気は開閉所を経由し、送電線で約10キロメートル離れた変電所に送られ、東北電力の送電

線に接続されます。 

 こちらは、風車の外形図ですが、タワーの高さは県庁舎より20メートル高い78メートル

となっております。風車システムは、ドイツのエネルコン社製を採用しております。 

 この高森高原風力発電所の特色の一つは、出力変動緩和制御を採用していることです。

風力発電所は風の強弱によって電気の量が変動しますので、高森では蓄電池を使用し、電

気の変動を一定の範囲になるように制御する。 

 スクリーンをごらんください。こちらの画面で電気の流れについて説明いたします。例

えば、風が強く、発電が十分なときは、電気の一部が蓄電池にたまります。そして、風が

弱くなり発電が減少したときは、風車の電気と一緒に蓄電池からためられた電気が送電線

に送られます。これにより、送電線に流れる電流の変化を緩やかにするものです。 

 こちらは、事業の全体工程となります。事業は平成24年度から着手し、風車本体は昨年

の12月に完成し、１月１日から運転を開始しております｡なお、平成30年度は周辺緑化や管

理用道路の舗装等の工事及び運転開始後の環境影響調査等を実施することとしておりま

す｡ 

 次に、環境アセスメントについて説明します。高森では、方法書以降の３段階のステッ

プを３年間で管理しております。評価項目13項目のうち影響ありと判断されたものは赤字

で示している動物の項目であり、軽微な影響が考えられるものとして青字で示している植

物、それから人と自然との触れ合いの活動の場がありました。 

 先ほど影響ありと評価された動物ですが、対象となった動物は鳥類のノスリとオオジシ

ギの２種類です。具体な保全措置として、ノスリに対しては風車から離れた場所に人工の

巣やとまり木を設置し、風車に近づかないように誘導しました。また、オオジシギに対し

ては、風車付近で生息地になりそうな草地を刈り取り、風車から離れた草地へ誘導しまし

た。これらの保全対策は、いずれも専門家の意見を聞きながら実施しております。 

 次に、軽微な影響と評価された人と自然との触れ合いの活動の場については、風車上部

に設置した航空障害灯の光が観光天文台の天体観測に影響を与えることが懸念されました

ので、航空障害灯に遮光板を取りつけ、天文台側から光が見えにくいようにしました。 

 次に、風車組み立てまでの施工について説明いたします。初めに、風車の基礎をつくる

ため、安定した地盤が出るところまで掘削します。次に、下地のコンクリートを流し込み、

その上に鉄筋を組み、さらに基礎とタワーを接合するための風車基礎部品を設置し、コン

クリートを流し込みます。左側は、コンクリート打設後の写真となります。右側は、周辺

を埋め戻し、基礎工事完了の写真となります。 

 ここからは、風車部材の輸送について、映像を使用して説明します。スクリーンをごら

んください。こちらは、久慈市内での風車の羽根となるブレードを輸送している映像です。

ブレードの長さは約40メートルあります。部材は久慈港に陸揚げし、一戸町の工事現場ま

で夜間輸送しております。輸送距離は約111キロメートルで、約８時間かけて運んでおりま



 28 

す。輸送車両は、新幹線などを運ぶための特殊なトレーラーを使用しております。 

 こちらは、葛巻町内でのタワーの輸送の状況です。タワーは４分割されており、こちら

はその中で最も重い一番下のタワーとなります。長さは12.4メートル、重量は69トンあり、

運搬車両も含めますと100トンを超える重量となります｡輸送回数は、風車１基当たり12回、

11基合計で132回となっております。 

 こちらは、タワーを組み立てている写真ですが、風車は大きく10段階の工程で組み立て

します。タワー組み立て後は、ナセルや発電機を据えつけ、最後にブレードをつり上げて

取りつけます。なお、ブレードは、地上で３枚を組み立てた後で一度につけます。 

 こちらが、風車組み立て完了の写真となります。 

 次に、地域とのかかわりについてですが、建設工事を進める上で、地元住民や自治会に

対し、工事説明会や工事見学会を開催しました｡これまで延べ300名を超える方々が見学に

いらしております。 

 こちらは、工事のお知らせとして作成したチラシです。チラシは、一戸町の広報紙に折

り込んで、町内全戸に配布しました。 

 こちらは、地域イベントでの広報活動になります。イベントでは、多くの方に対し、工

事の内容や進捗状況をお知らせしました。ことしは風車の見学者がかなり多いと想定して

おりますので、その対応に取り組むとともに、今後も地域イベントに参加し、広報活動の

継続や観光振興に協力していきたいと考えております。 

 最後に、地域貢献の取り組みについてですが、まず地域経済への貢献としては、一戸町

への交付金や地元業者の活用があります。二つ目は、地元要望への対応として、環境学習

への協力や、周辺環境への配慮などにお応えしております。そのほか、議会から御提案の

ありました発電所への愛称募集や災害時非常電源の提供、さらに開閉所に設置した展望バ

ルコニーを一般開放するなど、今後も地域とのかかわりを大切にし、取り組んでいくこと

としております。 

 こちらの写真は、６号風車の全景となります。地元要望への対応として、風車下部をこ

ちらのように緑色のグラデーションで塗装し、周辺環境に配慮しました。 

 こちらは、雪上車の写真です。風車周辺の道路は除雪されませんので、雪上車を使用し、

冬期間も適切な維持管理に努めます。 

 以上で高森高原風力発電所の建設事業の説明を終わります。 

○佐々木茂光委員長 ただいまの説明に対し、質疑、意見等はありませんか。 

○嵯峨壱朗委員 説明されたのかもしれませんが、これは１月１日から動いているのです

か。 

○村上業務課電気課長 １月１日午前零時から営業を開始しております。 

○嵯峨壱朗委員 うまく動いているのですか。 

○村上業務課電気課長 ８日時点までで目標に対して130％、順調に動いているという状況

です。 
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○嵯峨壱朗委員 どこだか、すごく大きいところがありますよね。青森県六ケ所村だった

か。そこだとすごく大きなバッテリーがあって、風が吹かないときは蓄電して、ここはそ

ういう仕組みではないのですか。 

○村上業務課電気課長 こちらの蓄電池は、あくまでも変動対策という目的ですので、目

的が違うかと思います。 

○伊藤勢至委員 自然エネルギーの終局の部分は雷発電だと言われていますね。雷を瞬時

にしてバッテリーに封じ込めれば、これはもう世界で最初、まずどこもやっていない。岩

手県企業局として、一発やったらどうですか。 

○畠山企業局長 大変画期的な御提案をいただきました。まず、基礎の再生可能エネルギ

ーの導入促進に、一生懸命努めてまいりたいと考えております。 

 高森高原風力発電所の後継の開発案件につきましては、一つは簗川水力発電所のほうを

一生懸命これから取り組んでまいります。平成33年度の運転開始を目指して取り組んでい

るところです。それ以外にも県内数カ所で水力発電の調査も今進めているところです。そ

して、採算ベースをよく検討いたしまして、そうした新しい開発にも取り組んでまいりた

いと考えています。 

 また、水力、風力、そして太陽光、企業局では３種類の発電をやっておりますけれども、

それ以外に発電の可能性というのは、伊藤委員御指摘のとおりさまざまあるわけでござい

まして、これは県庁全体で今調査研究をしているところです。特に今力を入れております

のは水素関係発電を環境生活部が中心になりまして取り組んでいるところですけれども、

私ども企業局といたしましても、そうした調査研究、いろいろ財政的あるいは情報関係の

支援もさせていただいているところでございまして、さまざま新しい開発の可能性につき

ましても、関心を持って取り組んでまいりたいと考えているところです。 

○佐々木茂光委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木茂光委員長 ほかになければ、これをもって高森高原風力発電所について調査を

終了いたします。 

 この際、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木茂光委員長 ほかになければ、これをもって本日の調査を終了いたします。 

 執行部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。 

 委員の皆様には、委員会調査について御相談がありますので、少々お待ち願います。 

 次に、委員会調査についてお諮りいたします。当委員会の１月の県外調査についてであ

りますが、お手元に配付しております平成29年度県土整備委員会調査計画（案）のとおり

実施することとし、調査の詳細については当職に御一任願いたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○佐々木茂光委員長 御異議ないようですので、さよう決定いたしました。追って通知い

たしますので、御参加願います。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これをもって散会いたしま

す。 


