
　オリンピック聖火リレー宮城県実行委員会
では、８月31日まで、聖火ランナーを募集し
ています。対象は08年４月１日以前の生まれ
で、県内在住か、ゆかりのある方であればど
なたでも応募できます。400字程度の自己ＰＲ
や、東日本大震災への思いをまとめた作文を
基に、実行委で選考いたします。
　特設のホームページ（URL：http://miyagi-sports2020.jp/entry/）の応
募フォームに必要事項を入力するか、応募要項を、県実行委〒980-0014 
宮城県仙台市青葉区本町三丁目1番6号 本町第三分庁舎 2階に送ってく
ださい。※郵送での応募の場合は、書留又は簡易書留で。
　聖火ランナーの応募は、宮城県のほか、東京2020オリンピック聖火リ
レープレゼンティングパートナーである「日本コカ・コーラ」、「トヨタ
自動車」、「日本生命保険」、「日本電信電話（NTT）」の4社のホームペー
ジでも同じく８月31日まで応募可能です。
　復興五輪、あなたの運んだ聖火が新国立競技場に輝くかもしれません。
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復興五輪２０２０開催まであと１年　「聖火ランナー募集中」

写真はJOCオリンピックデーフェスタ東松島

心の復興の推進と笑顔があふれる地域づくりを目指して
　市役所を辞し、退路を断って、県議会に登壇させていただい
てから約２年。東松島市の課題を県政に繋ぎ、復興の加速と地
方の創生を目指して、粉骨砕身、努力を重ねております。
　住居系の復興が進む我が東松島市では、災害公営住宅につい

て今年３月に、計画戸数の1,101戸がすべて完成し、入居率も高く推移しています。今後は、県
内全体で課題となっている子どもたちの学力・体力の低下の改善推進や、「心の復興」を推進
していくとともに、任期いっぱい、復興の加速と、地方の創生に努力を重ねてまいります。
　また、復興五輪はいよいよ来年です。すでに東松島市にはギリシャから聖火が３月20日（春
分の日）に松島基地に到着することが決定しておりましたが、加えて、６月21日（日）に東松島
市を聖火リレーが走ることが確定いたしました。東松島市では、来年あわせて２回、聖火イベ
ントが開催されます。地域に笑顔があふれるよう、今後も力を尽くしてまいります。

●日　時　　９月３日（火）　18時30分～
●場　所　　東松島市コミュニティセンター　ホール
●ゲスト　　村井嘉浩 宮城県知事　ほか

宮城県議会議員　高橋宗也「県政報告会」のお知らせ
～これまでの活動と宮城県・東松島市の未来を語る～

入場無料
県政報告会
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●�人手不足は、被災地だけでなく県内共通の課題となっている。福祉、介護、医療から
ものづくりに至るまで、各産業分野でマンパワー不足はより深刻さを増している。あわ
せて、海外からの人材の雇用拡大に関する期待、そして課題もあるなかで、県内在留
の外国人数は増加しており、30年６月現在、中国5,807人、韓国3,306人、ベトナム
3,191人、ネパール1,338人、フィリピン1,195人が県内での上位５か国となっている。
今後の海外からの人材に対する対応の方針についてうかがう。

【経済商工観光部長答弁】　県内では外国人県民が増加傾向にある。４月から新たな在留
資格「特定技能」の受け入れもはじまり、新制度の適切な活用と受け入れ体制の整備、地
域との共生が必要になっている。県としても、新たな課題に迅速に対応していく。

【外国人採用についてのセミナー開催～石巻合同庁舎～】
※ 質問を受け、宮城県では８月27日（火曜日）10時30分～正午、石巻合同庁舎において、「外国人採用についての企業向けセミナー」

を開催することになりました。問い合わせは、県庁雇用対策課☎022ｰ264ｰ4510へ。

●�今年度は、知事部局の職員数約4,900人のうち、約1,500人は、東日本大震災後に
採用された職員となっている。今後、約３人に1人は震災後の採用になり、教職員、
警察も同様な状況になりつつある。
　職員間で震災時の経験を共有できるような研修、あるいは情報共有の仕組みが、重
要だと思う。いざ災害が発生したら、どこに行き、どんな対応をすべきなのか、各組
織における職員研修や災害訓練の状況について伺う。
　また、県警等も含めて、非常時において現場に赴く職員においては、そのご家族
も含めた情報共有が必要ではないか。

【知事答弁】　県庁組織において、新任及び転入職員の災害対応業務の早期習熟、情報
共有を進めている。私からも直接、初動対応手順を確認するよう指示しているほか、東日本大震災での経験も踏まえ、訓練・研
修を実施し、次なる災害に向けた対応力の向上に努めてまいりたい。
　また、各職員が平時から家族等と避難の具体的方法、連絡手段などを共有できるよう周知を深めていきたい。

●��SDGsは、まだ日本では十分に浸透していないが、国連が2030年までの長期目標と
して設定したもので、世界で助け合いながら推進していく大切な共通の方針である。
国政だけでなく、地方行政も地域課題にあわせて、長期的な視点で推進していく必
要がある。経済だけが進んでも、福祉や教育が課題を抱えたまま、あるいは自然環
境が破壊されては、社会が持続していかない。今後、県計画の見直しを、SDGs「国
連の持続可能な開発目標」と連動していく方向性について伺う。

【知事答弁】　地方創生と自治体SDGsの推進について、国の有識者検討会によると、
SDGsが示される多様な目標の追求は「地方の持続」、地方創生の推進とも密接にかかわ
り合うとされており、見直しに当たっては各項目についてSDGsのゴールやターゲットと
の整合を図りながら、我が県の状況に即したSDGsについて推進してまいりたい。

宮城県議会　高�橋�宗
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一般質問・予算総括質疑の要旨

台湾歩道の日で東松島のPR

県庁では約1/3が震災後に採用された職員

知事からSDGsを県計画で進めていく表明

県議会でディスカバリーの視察 東松島市総合防災訓練に参画

　県議会で「一般質問」や「予算総括質疑」に登壇し、知事及び執行部
に対し、県政や予算編成の方針等について質疑を行いました。国連協定
に基づくSDGs（持続可能な開発目標）の推進については、県政登壇時
から幾度も重ねて、知事及び当局に世界方針との協調や貢献を働きかけ
てまいりましたが、このたび県政においても次期総合計画にSDGsを取
り入れることが決まりました。

トピックス

人手不足について、海外からの人材の期待と課題

災害対応の経験を活かして、次なる災害への備えを

SDGsを県政策に取り入れる方針について

深刻なマンパワー不足
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■有効求人倍率の推移

震災時の約６倍に上昇。バブル期よりも深刻になっている。
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　我が国に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から８年３カ月が経過し、復興・
創生期間の終了まで、残すところ１年８カ月余りとなった。
　これまで、復興庁は、東日本大震災からの復興を担う中核として、被災自治体等と連携
しながら、被災者に寄り添った復興と被災地の再生に取り組んできたところであるが、被
害は余りにも大きく、被災者の心の復興やなりわいの再生等、今後も復興の完遂に向けて、
長期的かつ継続的な対応が必要不可欠となっている。
　こうした中で、政府においては、今年３月、被災地の要望等を踏まえ、必要な復興支援
施策を10年という年限にとら
われず確実に実施できるよう、
復興庁の後継組織設置を明確
化する方針を決定した。
　一方で近年は、地球規模で森
林や耕地の喪失、砂漠化の進
行、海岸の侵食、温暖化の進行
など、自然環境が大きく変化
し、集中豪雨、豪雪、巨大台風
及びハリケーンの発生、海面の
上昇に伴う高潮被害等、大規模
な自然災害が頻発している。
　さらに、我が国においては、

南海トラフ地震や首都直下地震など、巨大地震が発生するリスクが年々増
大していることに加えて、少子高齢化の進展に伴う共助型地域コミュニテ
ィーの衰退等が、災害に対して脆弱な社会環境を作り出している。
　今後想定される大規模災害に対応していくためには、東日本大震災等の
経験や教訓等を最大限生かしつつ、国全体で防災社会の基盤整備と強化を
進める必要がある。
　よって、国においては、次なる災害に備えて、また東日本大震災からの
復興の完遂に向けて、次の措置を講ずるよう強く要望する。
１　復興庁が蓄積した情報や経験を生かし、巨大災害に備え国の指揮命令系

統を明確化し、調整権限や予算措置権限等も含めて、災害への備えから
復旧・復興までを担う「防災復興庁（仮称）」を創設し、常設化すること。

２　東日本大震災からの復興の完遂に向け、ハード及びソフトの両面で、被
災自治体において継続的に復興に取り組むことができる財政支援制度等
を創設すること。

※意見書とは・・・
　地方自治法第99条で「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の
公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができ
る」と規定されており、議員発案により本会議にはかり、可決された場合、議
長名で関係機関に提出します。　宮城県議会では、各会派を代表する７名の議
員により政務調査会議を開催し、意見書等の調整を図っており、高橋は自民党・
県民会議政務調査副会長として、各会派間の意見調整を担当しています。
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「（仮称）防災復興庁の創設と常設化」
� を求める意見書採択

SDGsの協力でアフガニスタンの市長さんと 宮城デイジーズ全国大会出場、知事表敬 ウガンダ・ガールズプロジェクトに協力

　県議会には、意見書・決議等の会派間の調整・協議を行うために設
置した「政務調査会」があり、高橋は、今年、会派政務調査会副会長
として、意見の調整を担当しています。このたび７月３日、全会一致
をもって、最大被災地宮城県議会として、国に「（仮称）防災復興庁の創
設と常設化」及び「継続的に被災者支援が可能な財政支援制度の創設」
を求める意見書を採択いたしました。

６月　１日(土)　国際台湾ウォーキングフェスティバル(宜蘭県)
６月　２日(日)　国際台湾ウォーキングフェスティバル(宜蘭県)
６月　３日(月)　県グリーンツーリズム協議会(仙台市)
６月　４日(火)　事務所県民相談(東松島市)
６月　５日(水)　県港湾推進大会(仙台市)
６月　６日(木)　復興事業打ち合わせ(東松島市)
６月　７日(金)  パークゴルフ場現地打ち合わせ(東松島市)
６月　８日(土)  休日(会派意見書原案作成)
６月　９日(日)  復興チャリティーイベント出席(東松島市)
６月１０日(月)　議案説明会(仙台市)
６月１１日(火)　東日本大震災復興調査特別委員会
６月１２日(水)　東日本大震災復興調査特別委員会
６月１３日(木)　デンマーク王国から来市・打ち合わせ(東松島市)
６月１４日(金)　ウガンダ・ガールズプロジェクト打ち合わせ(東松島市)
６月１５日(土)　県隊友会総会(仙台市)
６月１６日(日)　東松島市総合防災訓練(東松島市)
６月１７日(月)　県議会６月定例会(仙台市)
６月１８日(火)　県議会６月定例会(仙台市)
６月１９日(水)　復興事業打ち合わせ (東松島市)
６月２０日(木)　介護事業所現地打ち合わせ (東松島市)
６月２１日(金)　市一般社団法人総会出席(東松島市)
６月２２日(土)　復興コンサート出席(東松島市)
６月２３日(日)　PTAバレーボール大会(東松島市)
６月２４日(月)　県議会６月定例会(仙台市)
６月２５日(火)　県議会６月定例会(仙台市)　
６月２６日(水)　県議会６月定例会(仙台市)
６月２７日(木)　県議会６月定例会(仙台市)
６月２８日(金)　県議会６月定例会(仙台市)
６月２９日(土)　女性のつどい（東松島市）
６月３０日(日)　復興支援イベント（東松島市）

「�東日本大震災からの復興を完遂し、次なる巨大災害に対応した防災体
制の強化を求める意見書」� ７月３日　内閣総理大臣、各担当大臣、衆参両院議長あて

　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、６月を例にご紹介いたします。

県 議 の １ カ 月
（ 高 橋 宗 也 6 月 ）
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「矢本西市民センター」が完成、
� コミュニティ・防災の地域拠点に

　７月27日、矢本西市民センターが完成し、オープニングセレモニ
ーが開催されました。財源には主に合併特例債を活用、総工費約11
億円。地域コミュニティの中核施設、さらに災害時の防災対策や避
難先としても拠点となる施設です。
　バリアフリー化や非常時エネルギーの確保、防災備蓄、避難施設
対応など、随所に工夫を施しています。合併時から新市建設計画や
長期総合計画に位置付け、調整を重ねて完成に至りました。完成を
祝うとともに、施設整備の先にある本来の目的の達成に向けて、連
携を深めてまいります。

事業の推進に向けて「道路、河川
等整備・農林水産関係要望」

　５月29日、東日本大震災からの復興加速等を目指し、県都市公園
矢本海浜緑地の充実や、都市計画道路矢本門脇線の整備など17項目
に及ぶ土木関連事業の推進を県に要望。７月18日には、農林水産関
係施設の要望を行いました。
　県・市・市議・県議、及び関係者が一堂に会し、現地視察を行い
ながら共通理解を図って具体的な課題の解決を目指していくもので
す。これまで、県では復興事業に注力してきた関係もあり、通常の
社会資本の整備については、後手に回っていた課題もあります。復
興の完遂とともに社会インフラの整備にも注力してまいります。

中国、上海市の小学生が
� 東松島市でサマーキャンプ

　７月、中国上海の子供たちを迎えてのサマーキャンプが、東松島
市で行われました。KIBOTCHAに宿泊して、震災の復興や日本の
自然に触れ、地元の小学生との交流会も行われました。
　私からは、震災と復興、学校の再建等について、お話をさせてい
ただきました。都会っ子の上海の子どもたちは、東松島の自然と学
校に興味津々だったようで、たくさん質問をいただきました。日本
と中国の子どもたちが、一生懸命にお互い英語で会話している姿を
見て、交流の原点も感じたところです。今後も交流の推進に努めて
まいります。

編集後記

発行者・事務所

　冷夏、長雨傾向から一気に猛暑を迎えました。
　今や日本の夏に、エアコンは欠かせません。仕事上、県内の各自治体
を回ることが多くありますが、小中学校や公民館などの生涯学習施設に、
エアコンが配備されていない自治体は、まだまだ多い現状にあります。
　我が東松島市は、計画的に整備を進めてきたこともあり、ほぼ配備が
完了していますが、我が街の良さをあらためて知るのは、外から眺めた
ときに気づくことが多いもの。県の良さ、そして課題もちょっと外から
眺めてみる視点が必要かもしれませんね。

発行者　宮城県議会議員　高橋宗也
事務所　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
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43 高橋宗也
県政事務所

お問い合わせ先 　高橋宗也県政事務所  TEL.83-5880

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。

フェイスブック ※お友達の申請歓迎します

お茶の間懇談会

�高橋宗也 検�索

➙

県 政 懇 談 会

「復興東松島」東松島一心


