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総務企画常任委員会副委員長に就任
県議会に昨年、初登壇させていただいてから約１年７カ月、一
般質問や予算質疑等の議会活動や市内での意見交換、各地域行事
への参画等、市民のみなさまにご理解とご協力をいただき心から
感謝いたします。市政の課題を県政に繋ぎ、東松島市と宮城県の
復興と発展を目指して、努力を重ねております。平成３０年１１
月には、総務企画常任委員会の副委員長を拝命いたしました。復興業務を現場で担当していた
一人として、また合わせて被災者の一人として、復興の完遂に向け、東松島市の想いを県当局
に訴え、地方創生に力を尽くしてまいります。
このたび、県政レポート第２号「平成３０年冬号」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12月補正予算（案）の主な内容について紹介します
12月補正額 ２６０億７,７００万円の追加補正
うち１８１億４,０００万円が震災対応分
追加
追加
宮城オルレの誘客推進費に追加補正

追加
追加
新規

県内地方道の復興費に7億7,000万円

新規

復興関連道路整備費

７億７,０００万円

宮城オルレ推進費

今回２,０００万円の追加補正

主要地方道の復興整備費

※オルレ（韓国済州島発祥の散策観光）の誘客推進費

隣県等連携による外国人観光客誘致推進費
山形等と連携した外国人観光客の誘客推進費

１,８００万円

公共事業（除融雪、交通安全施設、河川整備）推進費
除融雪、交通安全施設、河川整備の県事業単独推進費

交番・駐在所安全緊急対策費

１４億円

１,７００万円

交番・駐在所への防犯カメラの設置費等

北海道胆振東部地震被災地への応援職員等派遣費
北海道地震被災地への応援職員等の派遣費用等

１,６６３万円
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宮城県議会 高 橋 宗 也
一般質問・予算委員会総括質疑の要旨
し ゅ う

や

一般質問・・・・・・・議員が行政課題等について知事及び執行部に
説明・報告を求めるもの。

予算委員会総括質疑・・県予算を審査するため、各会派を代表して
総括的な質疑を行うもの。

被災地の人手不足について

「一般質問」平成３０年９月
県内の公共職業安定所別有効求人倍率
●被災地ではマンパワー不足が極めて深刻な状況にある。介護職や医師、看護師
安定所名
県全体
石巻
仙台
等の医療福祉分野は、特に深刻な状況にあり、介護人材の不足で、稼働できない
高齢者福祉施設もある。高齢化社会に対応した抜本的な改善が必要ではないか。
宮城型の外国人雇用体制の確立や障害者雇用の実現を目指すとともに、グレーゾ 平成23年4月 0.44
0.28
0.50
ンの方々への自立就労支援を強化していくべきではないか。
【知事答弁】外国人材の雇用対策については、政府の新たな政策にも注視しつ 平成30年9月 1.67
1.67
1.87
つ、地域での一員として安心して生活できる受入環境の整備に取り組んでい
データ 「宮城の復興状況」より
く。引きこもり、ニート等の自立支援は「地域若者サポートステーション」と
急上昇している県内の求人倍率
の連携を図っていく。

「復興五輪」の聖火について

「一般質問」平成３０年９月

●２０２０年「復興五輪」の聖火リレーについて、航空自衛隊松島基地における

「聖火到着式」、また県内における「復興の火」展示イベント等について、県
の支援や協力体制についてどのように進めていくか方針を示されたい。
【知事答弁】

両イベントとも、地元の要望や県としての意見をしっかり組織

委員会に伝え、被災地を元気づけ、復興五輪の幕開けを飾る素晴らしい行事と
なるよう働きかけていく。

教育環境の改善とエアコン設置について

JOCオリンピックデーフェスタin東松島

予算委員会総括質疑平成３０年１１月

●依然として子どもたちを取り巻く「学力」、「体力」の低下、そして「いじめ」の問題など、本県の教育の課題は大きい。
平成３１年度予算編成における教育、子どもたちを取り巻く環境の改善に向けた方針について伺う。また、県立学校のエア
コン設置について、新年度の配置優先等の整備方針について見解を問う。
【教育長答弁】教育の課題の大きさについては、認識している。総合的な教育力の強化にしっかり取り組んでいく。学校エ
アコンについては、支援学校等への優先配置を進めるほか、国の助成制度と連携して計画的に整備を進める。

「宮城オルレ」の育成強化策について

予算委員会総括質疑平成３０年１１月
●奥松島オルレは、一か月で用意したリーフレットがなくなるなど、好調な出足だが、本場の済州オルレは２６コース、先行
する九州オルレは、２１コースあり、両地域とも、多数のコースがあることによって、参加者も増え、長期滞在者も増えて
いる。今後の、宮城オルレの整備方針や育成強化策について見解を伺う。
【経済商工観光部長答弁】県として新たにコース開設を目指す県内各地へ情報提供や支援を広げ観光客の増加、長期化を目
指す。また、奥松島コース・気仙沼コースの更なるPR強化や韓国だけでなくトレッキング人気が高い台湾等への誘客拡大を
進めていく。

トピックス

鈴木五輪大臣に聖火リレーの要望

東松島夏祭り焼ソバ担当

月浜海岸の政宗像サンドアート
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常任委員会
東日本大震災調査特別委員会など
県議会には、条例に基づき６つの常任委員会が設置され、
各議員は、うち一つの常任委員会の委員となります。

平成３０年１１月からは総務企画常任委員会副委員長に
就任したほか、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。

経 済 商 工
観 光 委 員 会
平成29年11月～
平成30年10月

主な審議事項
・「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」の公募、採択について
・宮城県観光振興財源検討会議について
・「みやぎ発展税」の活用実績と成果について
・東北放射光施設に係る状況
・宮城県企業立地セミナー の開催について
・東日本大震災被災商工業者営業状況調査について
交流人口の回復に向け、県の各観光キャンペーンにも参画してきたほか、県として新規事業の「宮城オ
ルレ」の開催について、済州島オルレ協会との調整業務にも携わり、被災地で課題となっている「観光の
復興」に努めてまいりました。

総 務 企 画
常 任 委 員 会
平成30年11月～

県 議
復興交付金や復興計画や県財政等を担当
する委員会です。
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
報の共有にも努めるとともに、副委員長と
して、今後のオリンピックの諸行事につい
て、復興の加速と完遂に向けて、今後、力
を尽くしてまいります。

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
の議決により特別に設置され
る委員会

広島県豪雨災害被災地

東日本大震災からの復興加速化を最重点
に、時間の経過とともに顕在化・深刻化
するさまざまな課題に対して調査検討を
行う委員会です。
今年は復興大臣、復興庁に対し、以下の
ような要望を行いました。
・復興交付金の運用に対する自治体の自由
度の向上
・事業復興型雇用確保事業の拡充
・外国人材の活用による人手不足解消
・震災ガレキの処理に対する継続支援 ほか
ライフワークでもある「復興」を実現す
るため、被災地の課題を県政、国政につな
ぐ活動に今後も力を尽くしてまいります。

ツール・ド・東北 「東松島コース」完走

の

１ カ 月

（高橋宗也11月の例）
「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。
どのような活動（政務調査活動）を行っている
か、１１月を例にご紹介いたします。
11/ 1（木）済州島オルレフェスティバル
11/ 2（金）済州島オルレフェスティバル
11/ 3（土）海外復興交流会（東松島市）
11/ 4（日）直売所オープンセレモニー等（東松島市）
11/ 5（月）県庁復興事業打ち合わせ（仙台市）
11/ 6（火）東根市交流視察対応（東松島市）
11/ 7（水）県議会広報委員会（仙台市）
11/ 8（木）市復興事業打ち合わせ（東松島市）
11/ 9（金）県文化の日表彰式（仙台市）
11/10（土）みちのくアラート防災訓練（仙台市・東松島市）
11/11（日）介護福祉フェスティバル（東松島市）
11/12（月）WWT世界水鳥湿地トラストと意見交換（東松島市）
11/13（火）復興庁、内閣府中央要望（東京都）
11/14（水）県議会予算特別委員会理事会（仙台市）
11/15（木）県議会予算特別委員会・総括質疑（仙台市）
11/16（金）市復興事業打ち合わせ（東松島市）
11/17（土）ネット広報研修会（仙台市）
11/18（日）東松島市食べメッセ表彰式（東松島市）
11/19（月）県11月議会議案説明（仙台市）
11/20（火）県農業会議・農業委員会意見交換会（仙台市）
11/21（水）県議会経済商工観光常任委員会（仙台市）
11/22（木）米国復興視察団対応（東松島市）
11/23（金）市政功労者表彰式（東松島市）
11/24（土）コットンプロジェクト収穫祭（東松島市）
11/25（日）東松島市クロスカントリー大会（東松島市）
11/26（月）県議会11月議会定例会（仙台市）
11/27（火）県議会11月議会定例会（仙台市）
11/28（水）SDGsプラン打ち合わせ（仙台市）
11/29（木）市復興事業、SDGs打ち合わせ（東松島市）
11/30（金）SDGs調印式（東松島市）

大曲海岸林再生プロジェクト
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「復興東松島」東松島一心

総理、復興祈念公園で献花
平成３０年８月２日、安倍総理が、東松島市を訪問。復
興祈念公園で慰霊碑に献花を行いました。
イグナルフォームで農業の復興について視察した後、東
松島市役所では全国の自治体から派遣されている応援職員
のみなさまを激励。
続いて、祈念公園にて献花の後、語り部グループＴＴＴ
の小山綾さん、武山ひかるさんより、震災を受けての経験
や語り部活動の取組について説明を受けました。

海外被災地との復興協力
東松島市は、国連で採択された「SDGs（持続可能な開
発目標）」の選定市です。
日本政府は、経済・社会・環境が連携した持続的な発展
を目指し、その一環として、モデル都市を公募していまし
たが、その中で平成３０年６月１５日、全国の自治体から
２９自治体を選定。東松島市はＳＤＧｓ未来都市として宮
城県で唯一、政府認証をいただきました。
そのこともあり、復興や環境、エネルギー事業等の海外
視察団が継続的に東松島市を訪問しており、地球規模での
防災情報の共有や国際連携に努めています。
今年も、エクアドル、ネパール、フィリピン、インドネ
シア、シエラレオネ、アフガニスタン、ソマリア、ウガン
ダ、パレスチナ、英国、米国などの政府・地方自治体のみ
なさまと意見交換に参加いたしました。

定川、災害復旧工事完成
東松島市を流れる二級河川定川は、東日本大震災によ
り、河口部の堤防が破堤するなど甚大な被害を受けまし
た。県では河川堤防の再生にあたり、粘り強く効果を発揮
する構造に改善し、竣工式を平成３０年７月２１日に開催
しました。
竣工式では、赤井小学校の「赤井いぶき太鼓」の演奏も
行われ、完成を祝いました。今回の工事完成により、津波
だけでなく豪雨による水害からも防災機能の強化が図られ
ることが期待されます。

編集後記
今年下半期の県政レポートをお届けいたします。県議会に初登壇
してから、約１年７ヶ月になり、同僚議員には「ずっと昔からいたよ
うな気がする・・・」などとも言われていますが、今後も初心を忘れ
ず、地域の課題を県政にしっかり繋いでまいります。
県政レポート、県政懇談会のほか、フェイスブックでも活動報告を
行っています。一度ご覧くださいませ。
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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

