
東日本大震災復興交付金基金造成費   約202億5,500万円
　大震災からの復興に必要な事業費（国からの交付金）の積立
漁港環境整備費   約8,000万円
　大震災による漁港被害施設の復旧費
オリンピック・パラリンビック推進費   約8,700万円
　オリパラ関係各種イベントの開催費、ボランティア育成費等
河川等災害復旧費   約257億5,000万円
　台風19号による公共土木施設の復旧費
農地等災害復旧費   約224億4,500万円
　農地及び農業用施設の復旧費
災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策費   約3億9,900万円
　台風漂着物の処理費等
災害関連緊急砂防費   約40億5,000万円
　２次災害防止のための緊急砂防費
野生動物侵入防止緊急支援費   約6,700万円
　野生の猪侵入防止柵の設置助成費
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宮城県議会議員

県政レポート　2020年 新年号

今議会での主な補正予算（台風19号関連復興費を不含む）

台風19号予算流木対策

復興予算の補正措置計上

建設企業委員会副委員長に就任
　このたび、県議会議員２期目の議席をお預かりし、宮城県議会に登
壇させていただいております。この責任の重さを痛感しつつ、復興の
完遂と東松島市と宮城県の発展のため、全身全力で誠心誠意、粉骨砕
身、職務にあたらせていただく覚悟です。
　昨年の総務企画委員会副委員長に続き、今年は建設企業委員会副委

員長として、東日本大震災の復興と台風災害からの復旧、そして防災の向上等に努めてまいります。
　今年は、オリンピックイヤーということで、いよいよ３月20日（春分の日）に松島基地にギリ
シャから聖火が到着いたします。東松島市のニュースが世界に報道される記念すべき年になり
ます。また、加えて、６月21日（日）には、野蒜ケ丘とあおい地区の２つの集団移転団地などを
聖火リレーランナーが駆け抜けます。あわせて特殊区間として、野蒜駅～東矢本駅間は、JR仙
石線で聖火が運ばれます。復興五輪をはじめ地域に笑顔があふれる取り組みにも、引き続き力
を尽くしてまいります。

【宮城県議会】建設企業委員会副委員長。東日本大震災復興調査特別委員会委員。
　予算特別委員会理事。議会改革推進会議委員。
【自由民主党・県民会議】農業議員連盟幹事長。水産漁港議員連盟事務局長。
　防衛議員連盟事務局長。日台友好議員連盟副幹事長。宮城オルレトレイル推進議員連盟副会長。
　行政書士議員連盟幹事長代理。　
【超党派議連】宮城県スポーツ議員連盟幹事（ベガルタ担当）。宮城県ILC誘致議連事務局長。
　宮城県私学を支援する県議の会幹事長。ほか

県議会の役職
昭和37年生まれ。平成29年
５月～県議会議員。令和元
年11月～２期目。
※�前職・東松島市役所復興政
策部長。東日本大震災から
一貫して復興業務等を担当。
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宮城県議会一般質問
　高 橋 宗

し ゅ う
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や

 質問の要旨

パークゴルフ場にて桜の植樹

プレハブ仮設は最適か？
（写真は台風19号被災地の仮設住宅）

SDGsの推進に連携は必要不可欠

宮城県緑化運動（大曲海岸） 松島基地を自転車でランウェイライド

　令和元年９月議会において一般質問に登壇し、知事及び執行部に対し
復興や防災力の向上等に対して質疑を行いました。質問日は、千葉県等
に大きな被害が発生した台風15号の直後という時期（台風19号の前）で
あったこともあり、今後の防災体制やポスト復興庁組織等、災害対策に
ついて特に強く強化を訴えました。

トピックス

● 被災地の願いであり、かつ県政最大の課題、そして、私としても生涯をかけたライフ
ワークでもある「復興加速と防災対策」について問う。災害が起こったあとの「後追い
対策」であり続けてきた我が国の防災体制は、根本的に見直す必要がある。千葉県で
は、災害全容の把握すら遅れている。現在、国の組織は、防災担当大臣と復興大臣の
２面方式等、課題が多い。仮称「防災省」が必要だと思うが、最大被災地の知事として、
今後の防災体制はどのように進めていくのか。さらに宮城野区広域防災拠点計画に国
の防災組織設置を求めていくべきではないか。

【知事答弁】　県議ご指摘のとおり、近年災害が頻発しており、防災体制の見直しは急務と
考えている。全国知事会を通じ仮称「防災省」の設置を強く求めていく。設置の具体化に
ついては全国知事会の議論を注視していきたい。

災害発生後の後追い対策ではなく
事前防災体制に注力し、「命」を守っていくべき

● 私からSDGsの考え方を県政に取り入れるべきだという提言を行ってきた結果、今年つ
いに、知事が英断で次期総合計画に「ＳＤＧｓ」を導入する方針を示したことに注目し
ている。次期県総合計画は、ちょうどＳＤＧｓの目標年次と同じ2030年をゴールとし
ている。知事としては、17の目標のうち、どの分野に注力していこうとしているか伺う。

【知事答弁】　次期総合計画については、現在ＳＤＧｓの考え方を取り入れて、策定に入っている。17のゴールすべてが大切だが、特に
ゴール１３「気候変動に具体的な対策を」、ゴール３「すべての人に健康と福祉を」、ゴール４「質の高い教育をみんなに」、の３つは注目
すべき分野であると考えている。

宮城県総合計画と国連の世界目標「ＳDGs」。
知事としては、どの分野に注目しているか

● 日本は、国民総生産に占める教育部門への公的支出の割合が低く、日本のＧＤＰに占める教育機関への公的支出の割合はOECD
の34か国中で最下位である。教育費の家計負担が大きいことが、保護者の経済力により教育が左右されかねない状況につながり、
少子化の大きな要因の一つになっている。特に学力・体力の低下が顕著な我が県では、教育への投資を計画的に強化していくべきだ。

【知事答弁】　ご指摘のとおり、最重要課題として考えている。県として重点分野として進めていく。持続可能な地域社会を実現
するため、将来を担う子どもたちのために、さらに力を入れて取り組んでいく。

宮城県として「教育」や「子育て」政策の強化に梶を切っていくべき

● 平成22年、県内のスポーツ少年団に加入する団員数は２万525人を数えていたが、平成26年は１万8,098人、平成30年では１万
7,057人と激減している。複合的な課題があるが、トップアスリートとの連携や、新たな夢のあるスポーツサポート体制の構築が
必要ではないか。

【教育長・震災復興企画部長答弁】　スポーツ少年団活動の減少は大きな課題である。プロスポーツとの交流事業やジュニアトップアス
リートアカデミー事業などを強化して、子どもたちが継続してスポーツに取り組む環境づくりを進めていく。

スポーツ少年団に加入する子どもが減少。サポート体制を。
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● 病院事業、水道事業など地方公営企業法の適用を受ける県内の79事業の「不良債務」事業の合計は、昨年度決算で約44億円
になり、前年度と比較して実に24.7％も増加している。市民合意を得たうえで、地方経営の改革は欠かせない。特に県内の公立
26病院のうち、実に19病院で赤字経営に陥り、市町村一般財源に多
大なる負担が強いられる局面を迎えている。
　政府骨太の方針では、「2020年度に実効ある都道府県知事の権限
強化」について言及し、「早期に所用の措置」を講ずるという文言に
なっているが、宮城県としての対応は？

【知事答弁】　厚労省により病院名を公表して改善について注意喚起が
なされている。機械的に全国一律ではなく、個別に検討していく必要が
あるが、「まったなし」の状況であるので、県としても地域医療の会議
を重ね今後の地域医療について、調整していきたい。

「公営企業会計の不良債務化」への対策

● SDGsは、ご存知のとおり「誰一人取り残さない」が合言葉だが、
県内は市町村への「浸透」は十分ではない。今後の普及展開を考
えた場合、県としても市町村モデル事業の選定や現行の宮城県市
町村総合補助金のメニューに「SDGs」を追加するなど、具体策が
急務と思うが、見解を伺う

【知事答弁】　県内では東松島市が最先端を走っているが、県全体の普
及は今後の課題である。市町村職員研修などを今後も進めていくととも
に、具体的支援策について調整を進めていきたい。

県内市町村のSDGs推進支援策は

予算特別委員会
総括質疑

教
育
政
策
の
充
実
を

市内漁協とともに国交省要望 丸森町にて災害協力活動 クロスカントリー大会でスターター

　県議会では、予算審査の際、全議員で構成される予算特別委員会が
設置されます。高橋は、新年度予算の編成方針について、会派を代表
して総括質疑に立ちましたので、概要をご紹介します。

１１月　１日(金)　東北私立学校ソフトボール大会
１１月　２日(土)　市民文化祭・桜植樹式
１１月　３日(日)　復興植樹式
１１月　４日(月)　みまもりマルシェ
１１月　５日(火)　台風19号復旧要望(仙台市)
１１月　６日(水)　東北大学SDGsセミナー(仙台市)
１１月　７日(木)　横断歩道整備要望
１１月　８日(金)　赤井南小学校復興植樹
１１月　９日(土)　松島基地ランウェイライド
１１月１０日(日)　世界防災フォーラム(仙台市)
１１月１１日(月)　宮城県公開教育研究会
１１月１２日(火)　パラオ国交２５周年記念式
１１月１３日(水)　議会打ち合わせ・議員記章交付(仙台市)
１１月１４日(木)��地方議会活性化シンポジウム（東京都）
１１月１５日(金)　震災遺構計画説明会(石巻市)
１１月１６日(土)　まちづくり協議会文化祭
１１月１７日(日)　ビーチテニス普及イベント�
１１月１８日(月)　県議会議案説明(仙台市)
１１月１９日(火)　台風19号被災地調査(県内)
１１月２０日(水)　台風19号被災地調査�(県内)
１１月２１日(木)　防災を考えるフォーラム�(東京都)
１１月２２日(金)　県議会会派総会(仙台市)
１１月２３日(土)　市政功労者表彰式
１１月２４日(日)　クロスカントリー大会
１１月２５日(月)　県議会11月定例会(仙台市)
１１月２６日(火)　県議会11月定例会(仙台市)　
１１月２７日(水)　県議会11月定例会(仙台市)
１１月２８日(木)　台風19号被災地調査(大郷町)
１１月２９日(金)　県議会常任委員会打ち合わせ(仙台市)
１１月３０日(土)　大塩自治協議会打ち合わせ

● 高齢化と人口減少の傾向が一層顕著になっている。財政面でも、社会保障費
等が増加の一途をたどり、特に市町財政は、先の見えない深刻な状況を迎え
ている。今後の市町村財政の健全な運営に向けて、県の果たすべき役割につ
いて伺う。

【知事答弁】　ご指摘のとおり、社会保障費等の増加により、市町村財政はさらに厳しい状況を迎えている。各財政指標を注視し、
健全な財政が維持できるよう、助言と支援を強化していく。

少子高齢化で厳しさを増す市町村財政

● 「教育の充実」に重点的に予算配分を行う方針で具体的記載があっ
た点に注目している。新年度は、年収590万円未満世帯の私立高
校授業料を実質無償化とする計画もある。宮城県の教育に、私学
の特色を、より一層生かしていくことについて、見解を伺う。

【知事答弁】　私学は建学の精神に基づき、特色ある教育を行っている。
私立高校の実質無償化で、よりその強みが発揮されていくよう、公立・
私立の良さがそれぞれ活かされていく方向に予算と政策を進めていく。

教育政策の充実と私学の振興方針について

　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、11月を例にご紹介いたします。

県 議 の １ カ 月
（ 高 橋 宗 也 1 1 月 ）
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聖火リレー「あおい地区と野蒜ケ丘」。
仙石線「東矢本～野蒜」が特殊区間に

　このほど聖火リレーコースの詳細が発表されました。
　東松島市の聖火リレーは６月21日（日曜日）、JR東名駅をスタートし、
宮野森小学校前を通り野蒜駅まで。次に特殊区間として、聖火をラン
タンに移し、仙石線に乗って東矢本駅に。さらに東矢本駅からあおい
地区を通って市役所まで聖火ランナーが走ります。
　２か所で聖火リレーが走る市町村は非常に少ないのですが、あわせ
て聖火が復興の象徴の一つでもある仙石線に乗ることになりました。
　３月20日には、松島基地にギリシャから聖火が到着する祈念式典も
行われます。復興五輪の聖火が市内を巡る日が楽しみです。

台風19号
甚大な被害に対応した予算措置

　10月12日、日本に上陸した台風19号は、我が県にも甚大な被害をも
たらしました。19人の方が亡くなり、行方不明者の捜索が続いています。
　東松島市では人的被害は免れましたが、農業・漁業を中心に約４億
8,000万円の被害が発生いたしました。海岸に打ち寄せられた流木や
稲ワラ等の除去事業は国交省と県の支援によりほぼ完了し、今後も、
農地の復旧や北上運河の閉塞等に対応していく予定です。
　新年度予算においても、県として災害復旧費を追加計上していくほ
か、国の防災予算と連動して、次なる災害に備えて防災対策を強化し
てまいります。

全米旅行記者協会
東松島市を訪問

　東日本大震災からの復興と交流人口の回復を期して、12月７日、
全米旅行記者協会の関係者約10人が、東松島市を訪問いたしました。
　今回の訪問は、JNTO（独立行政法人国際観光振興機構）とSATW

（全米旅行記者協会）が連携し、被災地に米国のジャーナリストを招
聘したもので、地元県議として、概要説明を行いました。
　東北地方は初訪問の米国記者協会一行からは、東松島市の復興の
状況や、海産物、農産物等の地場産品、そして観光交流の状況等に
たくさんの質問をいただきました。今回のツァーのような取り組み
を重ね、宮城県と東松島市の魅力を、広く海外にも発信していきた
いと思います。

編集後記

発行者・事務所

　県議会議員２期目を迎えました。より一層気を引き締めて、初心を忘
れず誠心誠意、努力を重ねてまいります。
　今年は、ねずみ年。新しいことにチャレンジするのに適した年だそう
です。またオリンピックイヤーであり、震災から10年を迎える節目の年
でもあります。情報をより詳しく、タイムリーに発信していくよう心が
けていきますので、ホームページ takahashi-shuya.com やフェイスブッ
ク等もご覧いただけましたら幸いです。
　新たな一年、引き続きよろしくお願いいたします。東松島市と宮城県
にとって笑顔が多い一年になりますように。

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

イオンタウン
　矢本 矢本第一中学校

セブンイレブン
ファミリーマート

ゆぷと

須加神社

矢本西小学校

矢本消防署

東松島市民体育館

東松島市役所

矢本駅

至
仙
台

至
仙
台

至
石
巻

至
石
巻

至河南矢本 I.C
三陸自動車道

45

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


