宮城県議会議員

高橋宗也
し ゅ う

県政レポート

や

令和元年 春号

復興の完遂と地方の創生を目指して
時代は平成から令和に移り、復興の道筋を示した宮城県復興計
画の期間も残り約2年となります。県議会に登壇させていただい
てから、1年11か月、一般質問や予算総括質疑、総務企画常任委
員会副委員長に就任等、東松島市の課題を県政に繋ぎ、復興の
完遂と地方の創生を目指して、誠心誠意、努力を重ねております。
４月２６日には、県立都市公園矢本海浜緑地に待望のパークゴルフ場が完成いたしました。国・
県・市が連携した津波被災地における復興のモデルともなる県内随一のパークゴルフ場です。
今後も復興業務を現場で担当していた一人として、そして震災遺族、被災者の一人として、
継続的に力を尽くしてまいります。このたび、県政レポート第3号「令和元年春号」を発行い
たしました。今後の議会活動のため、ご意見やご提言等をいただけましたら幸いです。
プロフィール
昭和３７年生まれ。平成２９年５月～県議会議員。平成３０年１１月～総務企画常任委員会副委員長。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）
市役所では、復興、企画、教育、産業門等で３３年間奉職。合併協議会で新市建設計画の策定。東松島市第一次市総合計画の策定と第二次総合計画の策定
を連続して担当。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。復興計画の策定、復興庁・復興交付金の調整に
携わる。
家族

妻
長男

千賀子（前職・市保育所長、同５月依願退職）
宗司 （箱根駅伝青山学院大初優勝時８区区間賞・会社員）

宮城県新年度当初予算
復興
復興
復興
道路の復興整備を加速

復興
復興
復興
創生

宮城オルレを継続的に推進

創生

総額1兆1,102億円
復興関連道路整備費

(一部を紹介)

約 ２６８億１,８０0 万円

主要地方道の整備推進費

復興関連街路整備費 約９９億７,８0０ 万円
流留線等の接続道路の整備推進費

農山漁村地域復興基盤総合整備費

約 ５６億８０００ 万円

津波被害を受けた農地におけるほ場整備、集落道路の整備等

水産基盤整備災害復旧費

約７６億１,６００ 万円

県営漁港施設の復旧工事等

自然の家災害復旧費

約 ７億２,６００ 万円

東松島市「松島自然の家」本館等の復興工事費

被災児童生徒等就学支援費

被災児童生徒や保護者等への支援費

幼児教育無償化推進費

約 ３０億９,０００ 万円

約２９億８,６００ 万円

幼児教育無償化に係る市町村への負担金等

宮城オルレ推進費

約３,１0０ 万円

宮城オルレによる誘客促進費等
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宮城県議会 高 橋 宗 也
一般質問・討論の要旨
し ゅ う

や

平成３１年２月議会においては「一般質問」に登壇し、知事及び執行部

に対し、県政の方針や復興防災力の向上等について質疑を行いました。

また自民党県民会議の会派を代表して、人事議案と当初予算案につい
て、２回にわたって賛成の立場から登壇し、討論を行いました。

防災体制の強化とポスト復興庁対策について

●あの東日本大震災の経験を踏まえ、次の災害に備えるため、国全体で防災体制
を強化していくことが必要だ。また、東日本大震災の復興は、１０年という
年限で終了する被災レベルではない。復興庁の存続は、あと2年とされている
が、今後の防災対策を一元的に指揮管理する防災省的な組織をつくるよう、最
大被災地の知事として国に働きかけていくべきではないか。
【知事答弁】 復興の完遂と被災者自立の道筋がつくまで、復興庁と同等の組
織が必要だと考えている。直接、意見を申し上げていく。国の組織について
も、市町村の意見等も参考にしながら、知事として、国に提言していきたい。

学校等を恒久的な避難所とすることから脱却すべき

ポスト復興庁と防災体制強化が必要

●避難所について、被災自治体に避難所の運営を任せるのではなく、諸外国のよ
うに国家として避難先となるホテルの斡旋や仮設住宅の整備を行うよう改善し
ていくべきだ。また、学校や体育館などが避難所となる日本型の避難施設は、
「災害関連死」などが生じるリスクもあり、「※スフィア基準(人道憲章と人道
対応に関する国際的な最低基準)」にも合致していない。EU諸国や米国の避難
システムを参考にすべきではないか。
【保健福祉部長答弁】 東日本大震災では、行政機能に甚大な被害を受けた自
治体にとって、避難所の設置運営や仮設住宅の整備を行うことは大きな負担で
あった。諸外国のように、国が中心となって、広域的にホテルの斡旋や避難措
置を講ずることは、迅速な救助の在り方として、非常に参考となる。

体育館等の避難生活は過酷

災害公営住宅を含めた公営住宅の入居制限緩和について

●生業の復興による所得の増加や家族の変化により公営住宅の入居要件からはずれ、被災地の人口減少が加速するリスクが生
じている。全県的な復興特区制度の拡大延長や新たなガイドラインの創設が必要ではないか。
【土木部長答弁】

県では収入超過者の入居の継続について、収入基準の見直しや明け渡し猶予等、市町において地域の実

情を踏まえた制度設計の支援を行っていく。また「宮城県災害公営住宅整備方針」を策定し、市町とともに将来の需要設計
や今後の利活用方針について、引き続き被災地の取り組みを支援していく。

県観光キャンペーン「サザエさん」「ポケモン」との連携について

●新年度の宮城県観光キャンペーンについて、県内海産物をはじめとする物産振興との連携を期待する。また「宮城オルレ」
と「ポケモンGO」との連携は、同じウォーキング系でベストマッチとも考えられるが、活用方針は？
【知事答弁】 アニメ「サザエさん」は、国民的キャラクターであり、市町村の観光素材を取り上げ、ご指摘のような物産
振興につながるよう、強力にPRを進め、「食」や「土産品」などの復興につながるよう強力に推進していく。また議員提案
の「サザエさんオルレ」、「ポケモンオルレ」も実施していきたい。

トピックス

3.11

東松島市追悼式

ネパール大地震復興支援

あおい地区 春のフェスティバル
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常任委員会
東日本大震災調査特別委員会
県議会には、条例に基づく６つの常任委員会と5つの調査特別委員会が
設けられ、各議員は、それぞれ一つの委員会の委員となります。

常任委員会は、昨年１１月から総務企画常任委員会に所属し、副委員
長に就任いたしました。

調査特別委員会は、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30年11月～

【副委員長】
県総合計画や復興計画、復興交付金・県財政等を総合的に所管担当する委員会です。
また、国連協定に基づくSDGs(持続可能な開発目標)の所管委員会です。村井知事は、次期宮城県総合計
画の策定や、地方創生戦略の見直しに、SDGsの国際指標(数値目標)の視点を取り入れ、幅広い課題に対す
る包括的な解決を目指すことを表明いたしました。
高橋は、前職においてSDGsの自治体検討組織に参画していたこともあり、世界標準となる国際指標を
県計画に取り入れるよう、一般質問や予算質疑等を行ってまいりましたが、このたび実現するに至りまし
た。東松島市はすでにSDGs自治体として、国家認証を得ていますが、今後、県政ともさらに連携を深め
て、「持続的な発展」を目指してまいります。
また、復興五輪の所管でもありますので、
今後のオリンピックの諸行事について、最新情
報の共有に努めるとともに、副委員長として、
復興の加速と完遂に向けて継続的に力を尽くし

てまいります。
主な審議事項
・｢宮城県地域防災計画」について
・東日本大震災に係る被災者生活再建支援金（加算支援金）の申請期間について
・東北電力女川原子力発電所２号機の稼働の是非に係る県民投票条例の請求に
ついて (総務企画委員会・環境生活農林水産委員会連合審査会)
・公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例について
・復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例について
・公共工事等入札・契約適正化委員会条例の一部を改正する条例について

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
の議決により特別に設置され
る委員会

SDGSワークショップで説明

東日本大震災からの復興加速を最重点に、
時間の経過ととともに顕在化・深刻化するさ
まざまな課題に対して、調査検討する委員会
です。
県内被災地の現地調査や市町におけるヒア
リングを行い、県政策に取り入れていくほ
か、政府要望等も実施いたします。
今年の現地調査おいて特に顕在化している
・被災元地の利活用
・被災地のマンパワー不足と外国人材対応
・復興交付金の運用に対する自治体の自由度
の向上
・グループ補助金の返済
等
これらのような諸課題に対して、ライフワ
ークでもある「復興」を実現するため継続
的に活動してまいります。

デンマーク「ロラン市」友好交流

県 議

の

１ カ 月

（ 高 橋 宗 也 2 月 ）
県議会議員の活動って、普段どんなことをして
いるの？というご質問をよくいただきます。
主な議員活動について、2月を例にご紹介いたし
ます。
２月 １日(金)
２月 ２日(土)
２月 ３日(日)
２月 ４日(月)
２月 ５日(火)
２月 ６日(水)
２月 ７日(木)
２月 ８日(金)
２月 ９日(土)
２月１０日(日)
２月１１日(月)
２月１２日(火)
２月１３日(水)
２月１４日(木)
２月１５日(金)
２月１６日(土)
２月１７日(日)
２月１８日(月)
２月１９日(火)
２月２０日(水)
２月２１日(木)
２月２２日(金)
２月２３日(土)
２月２４日(日)
２月２５日(月)
２月２６日(火)
２月２７日(水)
２月２８日(木)

東北大学SDGs協定(東松島市)
会派打ち合わせ(仙台市)
東松島市ダンスフェスティバル(東松島市)
復興視察対応(東松島市)
県当初予算編成説明(仙台市)
県議会東日本大震災復興調査特別委員会(県内)
再生可能エネルギーセミナー(東松島市)
県議会東日本大震災復興調査特別委員会(県内)
叙勲祝賀の会(石巻市)
文化協会管弦楽団コンサート(東松島市)
建国記念の日行事(仙台市)
JAグループ意見交換会(仙台市)
２月定例県議会(仙台市)
２月定例県議会(仙台市)
県庁観光復興事業打ち合わせ(仙台市)
県議会打ち合わせ(仙台市)
市内各自治会総会等(東松島市)
復興座談会(仙台市)
県議会打ち合わせ(仙台市)
市役所復興事業打ち合わせ(東松島市)
２月定例県議会(仙台市)
２月定例県議会(仙台市)
スポーツ合同表彰式(東松島市)
男女共同参画ワークショップ(東松島市)
休日(一般質問資料作成)
２月定例県議会(仙台市)
２月定例県議会(仙台市)
２月定例県議会(仙台市)

スポーツ復興についてベガルタ監督と
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「復興東松島」東松島一心

「パークゴルフ場」５４ホールは県内最大規模
４月２６日、村井知事も参加し矢本海浜緑地「パークゴ
ルフ場」の開園式。前職時代から、復興事業、災害復旧、
防衛庁補助など、国・県・市の連携調整にあたってまいり
ましたので、嬉しさもひとしおです。
54ホール、6コースからなる県内最大級のホール数と、
プレイヤーを熱くさせるバラエティに富んだコース設計
は、みんなが楽しめる様に工夫されています。
年末年始以外、雪や荒天以外の日は休まず営業する予定
です。ワンコイン５００円で、好きな時に好きなだけ身近
にパークゴルフが楽しめるようになりました。

１,１０１戸の災害公営住宅、すべて完成
３月２４日「柳の目西地区」災害公営住宅が完成し、「鍵
の引き渡し式」が開催されました。震災から８年、東松島
市として、すべての災害公営住宅の整備が完了いたしまし
た。
柳の目西災害公営住宅は、バリアフリー対応や内装、
デザインなど、これまでの災害公営住宅建築の経験を活か
した造りになっています。畳も特別のブルーインパルス仕
様！
すべて戸建で、お庭もあり、入居者のみなさまに好評を
いただいています。

皇后陛下「御歌碑の除式」と市民ミュージカル
３月１０日、東松島市震災復興祈念公園で「御歌除幕
式」。「野蒜とふ 愛しき地名あると知る 被災地なるを
深く覚えむ」皇后陛下の被災地への想いが、歌碑として建
立されました。
その後、旧野蒜駅プラットホームにて、市民ミュージカ
ル､「とびだす100通りのありがとう」が開催されました。
素晴らしい感激のイベントでした。参加者、指導者、ご支
援いただいた関係のみなさまに感謝いたします。ありがと
うございました。

編集後記
風薫る5月を迎え、時代も令和となりました。先日、埼玉県から本市
にきた「地域おこし協力隊」の方が、東松島市に定住を決意し、市内
に家を新築いたしました。上棟式にお招きいただいた際、「市民の人
柄の良さから東松島市を選びました」と聞き、非常に嬉しく、またそ
の志に感謝したところです。
県政懇談会、随時開催いたします。またフェイスブックでも活動報
告を行っておりますので、ご覧くださいませ。
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発行者
事務所
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検索

セブンイレブン
矢本西小学校

高橋宗也
県政事務所

東松島市民体育館
矢本第一中学校

ファミリーマート

東松島市役所

矢本消防署

矢本駅
ゆぷと
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須加神社

※お友達の申請歓迎します

至石巻

フェイスブック 高橋宗也

至河南
三陸自動車道

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

