宮城県議会議員
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昨年、宮城県議会東松島選挙区補選において、県議会議員に初

当選いたしました高橋宗也です。初登壇から約１０カ月、たくさ
んのみなさまにご理解とご支援をいただきまして、心から感謝い
たします。
初心を忘れず、東松島市、宮城県の復興と発展を目指し、みな
さまのご期待に沿うべく誠心誠意、努力を重ねてまいります。
この県政レポートは第１号です。今後も継続的に発行し、県政の課題や、事業などをご紹介
してまいります。今回は、主に平成３０年度県当初予算や県議会の活動について掲載いたしま
した。ご意見やご提言等をいただけましたら幸いです。今後の議会活動につなげてまいります。
プロフィール
昭和37年生まれ。
平成29年5月、県議会議員に初当選。所属委員会は、当初、総務企画委員会、平成29年11月から経済商工観光委員会。特別委員会は東日本大震災復興調
査特別委員会に所属
前職・東松島市役所復興政策部長（平成29年5月1日依願退職）
市役所時代は、企画・産業振興・広報部門等で33年間奉職。合併協議会で新市建設計画の策定。新市施行後は第一次市総合計画の策定、第二次総合計画の
策定を担当。東日本大震災時、復興政策班長、復興政策課長、復興政策部長と一貫して復興業務を担当。東松島市復興まちづくり計画の策定、復興庁との調
整、計画の合意形成等に携わる。東北学院大学法学部卒。
家族

妻

千賀子（前職・市保育所長、同5月依願退職）

長男

宗司（箱根駅伝青山学院大初優勝時8区区間賞・会社員）

■ 新しい力

宮城県知事

村井

嘉浩

「高橋県議に期待」
高橋宗也さんは、昨年5月の県議補
選で初当選以来、県議会議員として
精力的に活動されています。現在は、
経済商工観光委員会と大震災復興調査
特別委員会の委員として震災復興や経
済活性化に、日夜取り組まれるととも
に、地元の皆様の声をしっかりと県政
に届けていただいております。
県議会の一般質問では、震災復興や
防災、移住・定住の推進について大局
的見地から御意見・御提言をいただい
ており、県政を預かる私にとりまして
心強い存在であります。
震災からの一日も早い復興はもとよ
り、私が掲げる「創造的復興」と「富
県宮城」の推進に「高橋宗也」さんは
なくてはならない存在であり、共に手
を携えて取り組んでまいりたいと考え
ております。
引き続き、県政の場でその手腕を発
揮されることを強く期待申し上げます。

東松島市長

渥美 いわお

高橋宗也さんは、市役所時代復興政
策部長を務めるなど、震災からの復興
で中心的な役割を果たしていただきま
した。また、市総合計画の策定など、
地方行政の全般に通じています。
私の経験上、定数１の東松島市の県
議は、地方財政や産業復興、福祉、教
育など政策全般に通じた人がふさわし
いと確信いたしており、高橋県議は間
違いなくその知識に最も精通している
存在で、東松島市としても大変心強く
感じております。
平成３２年度には復興庁が無くなり
ますので、残された３年間で復興を加
速・完結していくには、県政与党に籍
を置き、東松島市の現状を熟知してい
る高橋県議の力が必要不可欠でありま
すので、東松島市政と村井県政とのパ
イプ役よろしくお願いいたします。
今後益々のご健勝でのご活躍をご期
待しております。
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宮城県当初予算の概要
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工事が進む大曲地区パークゴルフ場

「復興・教育・観光」に重点配分
一般会計の合計額は、１兆１,２０６億円。震災対応予算はその約４分の１の２,８９４億円を
占めており、予算の上でのピークは過ぎましたが、まだまだ復興は道半ばです。
県の震災復興計画（１０年間）では、平成３０年度～３２年度を「発展期」と位置付けてお
り、知事は「東日本大震災からの復旧復興に最優先で取り組み、子どもたちの支援や交流人口
の拡大に重きを置く」と表明いたしました。
知事表明のとおり、観光関係では、東松島市エリアまで拡大した自転車イベント「ツールド
東北」への県予算計上や、韓国発祥のトレッキングコース「宮城オルレ」東松島市コースの設
定などの新規予算も計上されています。

財源「基金額が減少」
一方で、財源は厳しく、過去に発行した県債（県の借金）の返済や、社会保障費の増加等に
より、財政調整基金（県の貯金）の取り崩し額は、過去１０年で２番目に多い１４７億円に上
るなど、５００億円が適切とされる基金は、約半分の２４７億円に減っていく見通しです。
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復興・防災など
震災の記憶の伝承に
予算強化

2

観光交流・商工振興など

被災者支援の一環として「地域コミュニティ再生支援費」に１億９,８８０
万円を予算化、前年度より７,１３０万円を増額し、自治会等の活性化を
目指す。また、震災の記憶の伝承や教訓を後世に引き継ぎ、震災遺構や伝
承施設のネットワーク化を進めるためソフト予算５,０００万円を新規に
計上。被災した子どもたちの引きこもりなどの相談センター開設には９０
０万円を配分。
■主な事業等

・復興関連道路等整備費
・公共施設等長寿命化対策費
・河川等災害復旧費
・災害に強い川づくり緊急対策費

約２２３億円
約２５７億円
約７２１億円
約２４億円

県内で最初にスタート
する宮城オルレ「東松
島コース」

東松島市と気仙沼市で最初にスタートする韓国型トレッキングコース
「宮城オルレ」の誘客推進に５,０００万円。ガイド本等も作成の予定。
東アジア地域からの誘客推進に８,３９９万円。日常の買い物が困難な地
域で移動販売などに新規着手する事業者助成に８０７万円。メディア発信
を強化する観光キャンペーンに１億７,０００万円など。
■主な事業等

・企業立地促進奨励金
・地域特産品販路開拓支援費
・先進的インバウンド対策調査研究費
・教育旅行誘致支援費

約１９億円
約９００万円
約２,９００万円
約１,３００万円
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子育て支援・教育など
子育て支援、スポーツ振
興やケア対策に予算強化

4

福祉や医療など
健康支援や救急対策に新
規事業

5

農林水産業など

不登校児童を支援する学校外施設「みやぎ子どもの心のケアハウス」
の設置費に、約２億２,３００万円。県立学校の情報通信技術機器配備に
約２億５,０００万円。待機児童解消に向け保育士を支援する「保育補助
者」を雇用した保育施設への助成費に約２,５００万円。スポーツ選手、
アスリート強化育成対策に約１億１,０００万円。
■主な事業等

・乳幼児医療助成費
・特別支援学校教室不足対策費
・いじめ、不登校対策費
・認定こども園移行促進費
・松島自然の家復旧工事費

約１６億６,０００万円
約３億円
約２億４,０００万円
約１億６,０００万円
約１億４,０００万円

国民健康保険の運営が新年度から県に移管されるため、特別会計に
１,９４４億円を計上。東松島市では国保負担が軽減される見込み。救急
患者移送のシステム整備に約４,９００万円。精神科救急の２４時間受け
入れ態勢整備に約１億３,０００万円。災害公営住宅等の被災者健康支援
費に約３,４００万円。
■主な事業等

・ロボット介護機器導入促進費
約８,０００万円
・骨髄移植ドナー休業補償費 
約３７０万円
・身体障がい者駐車場適正利用導入費
約６４０万円
・東北医科薬科大医学生修学資金貸与費 
約１５億円
・心のケアセンター運営支援費 
約３億３,０００万円

農業・水産業の
復興を加速

震災からの農業・水産業の復興を加速。今年本格的に販売が開始される
「だて正夢」のPR、販売促進に約７２５０万円。人出不足が顕著な水産
業人材確保支援費に約２億８５００万円。鹿や猪、猿など野生鳥獣の食害
対策に約４億円。食品の安全性を確保する認証制度「GAP」の認証取得
費用の助成に約２５００万円。
■主な事業等

・農地等災害旧費
・水産基盤整備災害復旧費
・風評対策強化費
・食産業ステージアップ推進費
・県産材供給対策間伐推進費

平成30年度当初県事業「東松島市関連」事業の一部
土 木 関 係
矢本門脇線道路改良事業			
矢本海浜緑地公園施設整備事業		
南北上運河河川堤防復旧事業		
奥松島・松島公園線道路改良事業		
維持補修・舗装改良事業
矢本河南線（矢本地区）、河南鳴瀬線（大塩地区）、石巻河南線（赤井地区）
鳴瀬南郷線（西福田地区）、大塩小野停車場線（上小松地区）など
農林水産関係
赤井堀（水路工）
農地整備・復興交付金（整地、区画整理など）
「大曲地区・西矢本地区・奥松島地区」
農地整備・復興再生（暗渠排水、整地など）
「東小松地区・川前四地区・上福田地区」
防災林造成（大曲浜・洲崎）
山地治山事業（浅井）

約６１億円
約１６１億５,５００万円
約１億６,２００万円
約１億５,０００万円
約４,５００万円

※設計や用地等によって変更になる
可能性があります
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宮城県議会 高 橋 宗 也
一般質問の要旨
し ゅ う

や

一般質問とは・・・

一般質問は、行政の課題や地域に密着した事案について、県議会議員
として知事・執行部に問うものです。時間いっぱい、復興や地域の課
題を訴えつつ、政策提言等を行いました。

大綱1

「東日本大震災からの復興」について

質問①

知事は最重要政策として、「東日本大震災からの復興」を掲げており、被
災者、被災地はその実現に大きな期待をもっている。堤防事業や県道復興
事業の一部では、当初計画から工程に遅れが生じ、関連する市道町道の整
備や、交流人口の回復等にも遅れが懸念されるが、今後どう復興を加速し
ていくか。
【知事答弁】 復興期間も残り３年、相続登記に関連する用地取得や調整
に時間を要し、一部の個所で遅れが生じているが、職員一丸となって、確
実に復興を成し遂げていく。外部委託や発注ロットの拡大、復興係数によ
る間接工事費の補正や入札参加要件の緩和なども進める。

質問②

災害公営住宅の家賃について、国の制度では、被災者の家賃低減化事業は完成から5年を区切りとして年々上がってい
く、また政令月収を超える入居者に対する対応など、「被災者支援」に向けた、県の果たすべき役割は。
【土木部長答弁】 災害公営住宅の家賃に関して、「土木部市町支援チーム」による個別訪問等を通じ、個別に減免制
度の設計ついて助言する。隣県の状況も含め、情報の共有化を図り、市町との連携を図りながら、必要な支援を行って
いく。

質問③

心の復興について、10年間の復興期間だけでは到底解決できる課題ではない。今後も長期的に、遺族や子どもたちをケ
アする体制を継続していくことについて知事の見解を伺う。
【知事答弁】 心のケアについては、復興・創生期間後も、継続的な対応が必要と考える。財源確保を国に要請しつ
つ、市町や関係団体と連携し、切れ目ない支援を通じ心の復興にしっかりと取り組んでいく。

質問④

児童生徒の心の復興、教育について、「不登校」の状態の生徒の割合は、平成２７年度は中学校で全国平均は2.83%だ
が、本県は3.53%と非常に高い、平成２８年度は本県は4.08%とさらに悪化している。今後の対応方針について教育長
に伺う。また、震災が子どもたちに与えた影響について、どのように分析しているか。
【教育長答弁】 県の長期欠席調査の結果では震災の影響もみられている。震災後の心のケア及び不登校児童生徒の自
立支援を進める。この問題について、最優先政策の一つとして、市町村教育委員会と連携を図りながら、取り組んでいく。

質問⑤「震災を教訓として、将来にわたって命を守っていく」という、強い想いが被災地にはある。ご遺族や語り部の方々と想
いを共有する体制づくりが求められているがどう進めるか。また、震災伝承の資料、リーフレットが必要だがどうか。
【知事答弁】県・市町村・教育、研究機関・企業・NPO等の多様な主体が連携し、官民連携でネットワークをつくる具
体的な取り組みを進める。資料が少ないことは認識している。作成について検討していく。
質問⑥

新たに石巻合同庁舎が移転復旧したが、新合同庁舎の周辺の交通環境においては、課題もある。周辺の赤井地区の道路
整備や職員宿舎、駐車場等の環境整備について、今後の計画を問う。
【土木部長答弁】 新合同庁舎周辺については、石巻港インター線が整備され、市道赤井１０４号線の整備も進められ
ている。今後も防災上の機能が発揮できるよう、東松島市・石巻市と連携を図りながら道路環境の整備を進めていく。
【総務部長答弁】 駐車場は現在１００台程度不足している。土地借り上げ等は検討している。職員住宅については復
興事業の推移や職員住宅の入居を見極めながら、今後の在り方を検討していく。

首相に復興事業の説明

宮城デイジーズ全国優勝知事表敬

東松島市フラワーロード
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大綱2

地域コミュニティ・共助体制の構築について

質問①

地域における自治・共助の組織について、最近の本県における体制については、知事はどのような見解か伺う。
【知事答弁】 都市部への人口集中や少子高齢化等により担い手不足など、コミュニティの希薄化が懸念される。県と
しては自治組織活動への助成、研修、交流会を開催し、その基盤強化をしゑしていく。

質問②

知事は「市町村との協働なくして県政の運営はあり得ない」とされており、県としても、広く県下にイニシアティブを

質問③

発揮していくことが必要だと思うがどうか。
【環境生活部長答弁】 東松島市の取組のように、自治協働を基本方針として地域課題の解決に向かって共に取り組む
ことは重要。県として活動報告会を開催する。先進事例や他県の情報も紹介し、市町村と共有しながら課題解決にあた
り、各地域の地域再生を支援していく。

すべてのモノ、すべての情報が途絶えた、あの東日本大震災において、災害直後に最も機能を果たしたのは、地域の共

助体制、地域の絆であった。知事の方針たる「共助社会」づくりの具体的アクションを始める時期に来ていると思う

が、見解を伺う。
【知事答弁】 地域コミュニティは新たな様相に移りつつある。県でも地域住民による自治を支援し、多様な主体との
連携を促進し、新たな共助社会づくりに向けて取り組んでいく。

大綱3
質問①

質問②

農林水産業施設・公共施設の適切な維持管理について

人口の急激な減少が、間近にせまった今、これから容赦なく訪れようとし

ているインフラの膨大な改修と更新の需要にどう立ち向かっていくか。
【知事答弁】 公共施設、農林水産業施設などの社会資本は、高度経済成
長期に集中して整備したことから、適切な維持管理や長寿命化への対応は
喫緊の課題である。沿岸被災地の復興事業施設を含め、長寿命化計画を改
めて策定し、必要な予算を確保していく。
公共施設等総合管理方針では、今後、個別具体の施設保全計画を平成32年

までに策定するとしているが、どのようなプロセスで、策定していくか。

地域合意や意見交換・説明等については、どのように計画しているか。
【総務部長答弁】 県有建築物の中長期的な保全については、専門的な知見が必要となるため、平成３０年度から業務
委託し策定推進を図る。その結果を踏まえ、地域合意形成や意見交換を実施していく。
質問③

農業水利施設について、県民の生活に直結した土地改良区等が管理する農業水利施設が約3,300施設あり、耐用年数を
超過している施設が全体の67％もある。近年の豪雨の増加や農業者の高齢化、沿岸施設の地盤沈下など農業者にとって
は非常に大きな課題であり、農業者や地域住民は非常に不安に感じている。
【農林水産部長答弁】 県内の農業水利施設は、約７割の施設で耐用年数を超えており、ストックマネジメントの計画
的な推進が必要不可欠と認識している。国庫補助事業である水利施設整備事業は、国の割り当ては県予算に対して８割
の充足率が現状となっている。引き続き予算確保の要請活動を行うほか、新年度に創設される国庫補助事業の活用も図
りながら、計画的に事業を推進する。

大塩地区「新春夢かたり」

東松島夏まつり・航空祭

未来中新校舎落成式
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宮城県議会
予算特別委員会総括質疑の要旨
予算特別委員会とは、県予算を審査するために、全議員で構成される
委員会です。各会派の代表等が総括質疑を行いますが、平成３０年度
の当初予算の調整方針について、自民党・県民会議を代表して総括質
疑に立ちました。

質問①

知事が、復興を最優先課題の第一に据えている点について、大きな期待感を持っている。新年度予算については、前年
度の決算や各評価、県民意向調査等を活かして、編成に望むことと思うが、特に改善しようとするところはどこか？
【知事答弁】 やや遅れていると評価した沿岸部の観光振興や子どもの教育振興について、進める方針を明確にする。
教育旅行や保育環境整備などにも力を入れたい。一方で、財源は楽観視できないくらい厳しい。優先順位も明確にして
いきたい。

質問②

一般財源が非常に厳しい中で、既に復興交付金の効果促進事業費は、国から県に約５６億１,８００万円が一括配分され
ている。しかし、使い道が決まったのは約１５億７,６００万円、割合で２８.１％に留まっている。岩手県の７３.６％、
福島県の４６.３％と比較しても低い。既に基金として積んである財源を有効に活用すべきだ。
【総務部長答弁】 ご指摘のとおり、復興交付金効果促進事業の執行状況は他県に比べて低いため、活用の推進に向
け、取り組みを進めていく。土木部、農林水産部以外でも、さらにソフト事業も含めて活用していきたい。

質問③

観光振興について、加速していくということだが、仙台圏だけに集中することなく、「沿岸被災地」や「内陸部」に交
流回復の恩恵や経済効果が広がるよう、努めるべき。
【経済商工観光部長答弁】 被災の大きい沿岸部では、いまだ観光客は震災前の約７割に留まっている。東松島市や気
仙沼市に宮城オルレを導入する。また、観光の周遊ルートを構築するなど、早期の観光復興に取り組んでいく。

質問④

「福祉介護分野」や「医療分野」のマンパワー不足について、被災地域では特に人材の不足が深刻になっている。厚労
省の推計ではさらに今後人材不足が強まり、３年後には介護人材だけで約２０万人が不足するに至るという。ぜひ県で
この問題に積極的に対応し、成功事例を県内につくっていくべき。
【保健福祉部長答弁】 看護職員不足については、検討会を設置した。より実効性を確保したい。介護分野について
は、２０２５年には県内だけで１万４,０００人の不足が見込まれている。労働環境・処遇の改善など各種事業に取り組
む。ＥＰＡ等の外国人受け入れやロボット機器の導入など、多様な成功事例を積み重ねていく。

質問⑤

教育振興について、本県は学力、体力両方の低下やいじめの問題など、課題が大きい。教育への投資を進め、教育環境
の改善について対応されたい。
【教育長答弁】 「課題は大きい」とご指摘どおりに深刻に受け止めている。確かな学力の育成や健やかな体づくり、
震災に伴う心のケアなどに取り組む。ハードとしても「松島自然の家」の再建工事を本格的に進める。自己肯定感を育
む学校づくりに全力をあげる。

質問⑥

東京オリンピック・パラリンピックについて、復興五輪の象徴として、被災地に聖火リレーを誘致することについて、
県民は大きな期待をもっている。スポーツには力がある。予算やスケジュールなどの具体化を急ぐべき。
【知事答弁】 県としても大きな期待を持っている。市町村等の関係者と実行委員会を設置し、ルートの選定やランナ
ーの公募計画等を検討し、必要な予算措置も講じて聖火リレーの準備を加速していきたい。

高橋⑦

農林水産業施設の適切な維持管理について、保全予算が確保できていない。農業施設については、震災による地盤沈下
や近年の豪雨災害の増加等により、農業者は非常に不安に感じている。インフラの崩壊を招かないように積極的なスト
ックマネジメントを求める。
【農林水産部長答弁】 農業水利施設については、予防的保全の考え方を取り入れた、計画的なストックマネジメント
の推進が必要。土地改良区と推進会議を設置し、コストの低減に取り組む。適切な維持管理についても関係者と調整を
図っていく。

ツールド東北「東松島コース」に参加

宮城オルレの協定に知事・市長と

仙台駅で観光、PR活動
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委員会等の議員活動
県議会には、議案等を分野ごとに詳しく調査するため、条例に基づき
６つの委員会が設置され、各議員は、そのうち一つの常任委員会の委
員となります。所属委員会はほぼ１年ごとに変わるため、高橋は、最
初は総務企画委員会、平成２９年１１月からは経済商工観光委員会で
活動しています。特別委員会は継続して東日本大震災調査特別委員会
に所属しています。

総 務 企 画
常 任 委 員 会
平成29年6月〜10月

主な審議事項
・「仮設店舗現況調査」、「商店街実態調査」の結果について
・地域未来投資促進法に基づく「宮城県ものづくり基本計画（案）」について
・「仙台・宮城 冬の観光キャンペーン」について
・宮城オルレの協定締結調印式について
・海外商談会の実施状況について
・第6回富県宮城グランプリについて
・宮城県における障害者雇用について
総務企画常任委員会において、さらに復興交付金の効果促進事業費の有効活用（道路や信号機整備、観
光交流、イベントなどに適用の可能性あり）について、再三にわたって、提案、提言、要請を行い、被災
地の信号機新設等にもつながりました。また、県外調査として平成２８年に発生した熊本地震被災地を訪
問し、被災者のケアや仮設住宅の維持管理、復興計画等について、被災者・関係者の方々と意見交換し、
同じ被災地としての情報共有もあわせて進めてまいりました。

経 済 商 工
観 光 委 員 会
平成29年11月〜現在

主な審議事項
・「仮設店舗現況調査」、「商店街実態調査」の結果について
・地域未来投資促進法に基づく「宮城県ものづくり基本計画（案）」について
・「仙台・宮城 冬の観光キャンペーン」について
・宮城オルレの協定締結調印式について
・海外商談会の実施状況について
県 議 の１ カ 月
・第6回富県宮城グランプリについて
（高橋宗也10月の例）
・宮城県における障害者雇用について
「県議会議員の活動って、普段どんなことをし
宮城県冬の観光キャンペーンの一環として、仙
台駅にて観光誘致活動を行うなど、議会として
も、交流人口の回復に努めています。

東日本大震災復興
調査特別委員会
※常任委員会と異なり、議会
の議決により設置され特別
に設置される委員会

ライフワークでもある「復興」を推進する「東
日本大震災復興調査特別委員会」に所属し、被災
地の課題を県政・国政につなぐ活動を行っていま
す。そのほか、各行事への参加、陳情要望、政務
調査活動等に取り組んでいます。

ているの？」というご質問をいただきました。議
会本会議や委員会活動などの場合はイメージしや
すいと思いますが、会期以外の時期、どのような
活動（政務調査活動）を行っているか、昨年１０
月を例にご紹介いたします。

10/ 1（日）愛媛国体に役員として参加
10/ 2（月）愛媛国体に役員として参加

10/ 3（火）防災スタディーツァーの推進について政府機関と打ち合
わせ（仙台市）

10 / 4（水）県庁・県道関係要望活動（仙台市）
10/ 5（木）いきいき百歳体操（東松島市）

10/ 6（金）子育て支援関係打ち合わせ（東松島市）

３.１１

慰霊祭

追悼の言葉

あの東日本大震災から、七年が経過いたしました。大震災で亡く
なられたみなさまに、ここに改めて、心から哀悼の誠を捧げます。ま
た、ご遺族のみなさま、被災されたみなさまに、衷心よりお見舞いを
申し上げます。
本日の追悼式において、自らのことを、お話することは本意ではあ
りませんが、私も、当時大学生でありました娘を、津波で失った遺族の一人であります。
震災の記憶の風化が進みつつあるといわれておりますが、多くのご遺族のみなさまと同様、私は、東日
本大震災以来、一日たりとも、あの津波のことを忘れたことはありません。
私たち震災の当事者、震災遺族にとって、３.１１はつい昨日のことです。私、個人としても、かけがえ
のない娘を失い、自責の念は消えることなく、心の空白もふさがることはありません。
私たち、遺族の多くは、あの震災で経験した「あまりにもつらく悲しい想い」を、「あの血の涙が止ま
らない日々」を将来にわたって、繰り返すようなことがあってはならないと感じております。
また、私たちは、震災の発生以来、国内外を問わず、たくさんの方々に「支えられ」、また、地域のみ
なさまと「支え合い」ながら、今日に至ってまいりました。
さまざまな人々との「交流」と「ふれあい」は、確実に「市民の心を豊かに」し、「被災地に笑顔」が
届き、私たちの「生きる希望」につながってまいりました。
数々のあたたかいご支援に対し、また「地域の絆」に対し、改めて、心から感謝と御礼の意を表したい
と存じます。
今、世界が「東日本大震災の復興」、そして我が「東松島市の復興モデル」を注目しています。我々、
残されたもの、生かされたものは、震災で亡くなられたみなさまの御霊に報い、将来にわたって安全で安
心な、防災のまちづくりを進めていくことを、ここにお誓い申し上げます。
最後に、御霊が永遠に安らかならんことを、改めてお祈り申し上げ、追悼の言葉にかえさせていただき
ます。
平成30年３月11日
宮城県議会議員 高 橋 宗 也

10 / 7（土）復興マルシェ打ち合わせ（東松島市）
10/ 8（日）東松島市長杯バレー大会（東松島市）

10/ 9（月）リフレッシュフェスティバル、少年野球大会（東松島市）
10/10（火）デンマーク王国皇太子訪問（東松島市）

10/11（水）県庁・観光振興について打ち合わせ（仙台市）
10/12（木）復興事業打ち合わせ（東松島市役所）
10/13（金）復興事業打ち合わせ（東松島市現場）
10/14（土）自治組織イベント参加（東松島市）
10/15（日）復興まちびらき行事（東松島市）

10/16（月）県庁・住宅関係打ち合わせ（仙台市）
10/17（火）気仙沼合同庁舎落成式（気仙沼市）

10/18（水）復興事業打ち合わせ（東松島市役所）

10/19（木）県庁・観光振興について打ち合わせ（仙台市）

10/20（金）県議会総務常任委員会及び予算特別委員会理事会（仙台市）
10/21（土）観光・商業振興関係イベント（東松島市）
10/22（日）中学校文化祭（東松島市）

10/23（月）県議会会派打ち合わせ（仙台市）

10/24（火）県議会若者との意見交換会（仙台市）
10/25（水）県議会会派打ち合わせ（仙台市）
10/26（木）中学校文化祭（東松島市）
10/27（金）中学校文化祭（東松島市）

10/28（土）石巻支援学校学校祭（石巻市）
10/29（日）地区自治会行事（東松島市）
10/30（月）市遺族会研修会（仙台市）

10/31（火）県議会会派打ち合わせ（仙台市）
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トピックス

新合同庁舎が完成
宮城県石巻合同庁舎が昨年度末に完成し、オープニングセレモニーが行
われました。
新庁舎は鉄骨５階一部６階建てで、県税事務所、保健福祉事務所、児童
相談所、地方振興事務所、土木事務所、教育事務所の６機関が入り、職員
約５００名が働いています。
総事業費は６８億６,０００万円。地域の防災拠点としてヘリポートとし
ても利用できる駐車場や、防災備品倉庫には３日分の食料と水を用意して
います。東松島と隣接した蛇田地区に整備され、また、分散していた県施
設が文字どおり「合同」して入居しており、利用しやすくなりました。

海外との交流に参画

デンマーク王国フレデリック皇太子

海岸被災国の日本視察対応

デンマークのフレデリック皇太子が10月、東松島市を訪
れました。平成23年6月に復興支援のため来日した際、現
場でご案内を担当してから６年ぶりの再会でした。
震災復興メモリアルパークで献花の後、小学校で子ども
たちとサッカーを楽しみ、給食を一緒に食べるなどして、
交流していただきました。
ほかにも、海外各国からの視察や訪問については、地球
規模での防災情報の共有や震災時のご支援に感謝する意味
も含めて、できるかぎり参画するよう努めています。
デンマーク王国は、東京五輪・パラリンピックに向け、
東日本大震災で被災した自治体が支援を受けた国や地域と
交流するのを目的とする「復興ありがとうホストタウン」
の東松島市の相手国であり、今後も交流を継続していく予
定です。JICA理事長表彰式にも出席しました。

スポーツ振興・国体へ
昨年は宮城県選手団役員として、愛媛国体に参加いたしました。
快晴の中、天皇皇后両陛下のご出席のもと、開会式では、はるば
る我が東松島から、ブルーインパルスが開会式上空に花を添え、役
員として県高橋教育長とともに各試合会場を回り、スポーツ振興に
かかる課題等の調整にあたりました。
そのほか、スポーツ振興の議員連盟に加入し、スポーツ少年団活
動や各スポーツ活動の振興にあたっています。
また、関係機関と連携し、オリンピック・パラリンピック聖火の
被災地誘致を実現すべく、調整中です。

編集後記
県議会に登壇してもうすぐ１年になります。震災以来、一貫して市
行政で復興を担当していた立場として、東松島市を含む被災地の状況
と、仙台市中心部とはかなりの違いがあることを肌で感じています。
被災地の想いを県政にしっかりとつなぎ、復興と地域の再生を実現し
てまいります。
ご意見・ご感想をお寄せください。お待ちしています。

発行者
事務所

➙
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至河南
三陸自動車道

セブンイレブン
矢本西小学校
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※お友達の申請歓迎します
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イオンタウン
矢本

至仙台

宮城県議会議員 高橋宗也
郵便番号 981-0504
東松島市小松字上浮足１１５
（市民体育館前）
電 話 ０２２５－８３－５８８０
メール shuya@kind.ocn.ne.jp

矢本 I.C

至石巻

至仙台

発行者・事務所

お茶の間懇談会

県 政 懇 談 会
お茶の間懇談会、県政懇談会を随
時開催いたします。
少人数でも、もちろん結構です。開
催のご希望がありましたら、お電話や
事務所等にお気軽にご相談ください。

①代表者氏名 ②連絡先
③開催ご希望の日時
④場所 ⑤想定の参加人数
お問い合わせ先 高橋宗也県政事務所 TEL.83-5880

