
医療機関の病床確保費   約４４１億５,４００万円
宿泊療養施設確保費   約１７５億７,４１５万円
ワクチン接種推進費・支援費   約３８億３,４００万円
次世代育成・応援基金造成費   約１０億円
少子化対策支援市町村交付金   約１億２,２００万円
子どもの心のケアハウス運営支援費   約２億７,６００万円
高齢者施設職員処遇改善支援費   約２９億５,７００万円
障害福祉施設職員処遇改善支援費   約１１億６,９００万円
県産品インターネット販売支援費   約２億２,５００万円
養殖生産体制強化費   約２億８,５３７万円
中小企業等デジタル化支援費   約１億５,８００万円
キャッシュレス推進ポイント還元費   約１１億円
中小企業等復旧・復興支援費   約３３億６,７００万円
新災害に強い川づくり緊急対策費   約１２億９６０万円
※当初予算については３月15日現在、議会審議中です。

高橋宗
し ゅ う

也
や

宮城県議会議員

県政レポート　2022年 春号

2022年度県当初予算（案）「１兆868億円」、福祉・子育て重視へ

コロナ対応には計1900億円を計上

復興・防災強化にも注力

環境福祉常任委員会・委員長に就任
　今期、県議会で環境福祉常任委員会の委員長を拝命いたしました。
　環境福祉常任委員会は、新型コロナ感染症の対策や、福祉、環境政策
等、現在、最重要政策のひとつとなっている部門を所管する委員会です。
課題に対応し、誠実かつ真摯に委員会運営に取り組んでまいります。
　県議会では、予算総括質疑、一般質問等に登壇する機会が増えています。
　直近では今議会の予算総括質疑に会派を代表して登壇し、知事から「感
染症拡大に対応した支援予算の追加」について、確約する旨の答弁を得
ました。

　私は一貫して、少子高齢化の対策、子育て政策の推進を訴え、また地域に身近な市町村と県
の連携強化に取り組んでまいりました。その結果、新たな県総合計画では、「福祉」「子育て」
政策の重点化が明記され、実際に新年度は福祉・子育て分野重視の予算編成になっています。
　さらに復興の完遂、心のケア、そして地場産業の支援や防災力の強化に向け今後も全力で進
めてまいります。

【宮城県議会】環境福祉常任委員会委員長。東日本大震災復興調査特別委員会委員。
【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。
　SDGs推進議連事務局長。防衛議員連盟事務局長。防災議連副幹事長。
　サイクルツーリズム推進議連事務局長。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幹事。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
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。

コロナ

福祉

農水

商工

子育て

復興

県庁新型コロナ感染症
対策のホームページ
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宮城県議会一般質問
　高 橋 宗

し ゅ う

 也
や

 質問の要旨

岸田首相の被災地訪問を案内

復興課題の解決に向けて

サイクリング道路の復興推進

農業の持続的な発展に向けて

不漁が深刻なサケ漁の支援

トンガ沖津波の被害調査 消防演習と行方不明者捜索に参加

　県議会において一般質問に登壇し、復興と防災力の強化、感染症対応
策等について横断的な政策質疑を行いました。
　また、米価の低下や海水温の上昇など、著しい環境の変化が生じてい
る農業・水産業への対応、地域経済の振興策について、執行部に対応を
提言。一部は、新年度当初予算に反映されました。

トピックス

● 各被災地で今後の課題となっている被災元地には、登記者不明の土地が多数存在し
ており、復興完遂に向け解決していかなかければならない。我が県における「所有
者不明の土地」について、面積等の概要と、今後の県としての対応方針について伺う。

●復興道路とともに、県北沿岸部のサイクリング道路の復興が急務。
【企画部長答弁】　国の推計値をもとに我が県における所有者不明土地の潜在量を試算
すると、約12万7,500ヘクタールにも及ぶ。県としては、相続登記の義務化、所有者責
務の明確化を進め、計画的に対策に取り組んでいく。

【土木部長答弁】　自転車活用推進計画の中で、沿岸部の震災遺構や伝承施設等を巡る
「震災復興・伝承みやぎルート」を基幹ルートとして位置づけ、ブルーラインによる
路面標示や休憩施設等の整備を進めていく。

残された復興の課題解決と防災力の強化
所有者不明土地に対応した政策を

● 今般の米価の低下は県単位で大きな差異がみられた。県当局として、これまでの米政
策の総合的な評価はどうか。また、評価を踏まえた今後の戦略についてどう考えてい
るか。

【知事答弁】　みやぎ米は、冷害・水害ほか災害等の影響を大きく受けてきた経過があり、
小売店等の販路が減少することとなった。中食・外食向けの販路開拓に取り組み、結
果として業務用米の比率が高い産地となり、感染症拡大の影響は大きかった。今後、
県としては、様々な販路拡大に一層取り組むほか、基盤整備と麦・大豆等の産地形成
に注力し、農業の経営安定を図っていく。
※追加補正及び当初予算に新規の農業支援事業が追加されました。

感染症禍等によって米価の急激な低下が著しい
要因分析と今後の農業振興について

● 我が県は、全国屈指の水産県。海水温の上昇など海況の変化に応じた水質調査の強
化が求められている。また、養殖漁業の支援と実に最盛期の98%減となっているサケ
漁への支援策は急務だ。対応策を示されたい。

【水産林政部長答弁】　東松島市等、松島湾の奥部については、地元と協議し、観測点
の追加や頻度の見直しに努めていく。また、地球環境の変化に対応した養殖生産体制
の確立を図っていく。サケ漁は、全国的にも、非常に厳しい状況下にあるため、海産
親魚の買い上げ補助の拡充、回帰率向上・放流魚の確保等、取り組みを強化していく。

海水温の上昇など海況の変化に応じた水産振興と
激減するサケ漁獲への対応
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岸防衛大臣が慰霊碑に献花 楽天と東松島市のパートナー協定 市政功労者のみなさまに感謝

　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。
　２月15日、会派を代表して総括質疑に登壇し、オミクロン株の感染拡大によって深刻
な影響がある地域経済への支援措置強化を訴えました。

三陸道・鳴瀬奥松島IC
渋滞改善のための
改修工事を実施

● 感染拡大に伴い、地域経済の疲弊が著しい。オミクロン株の感染拡大は、飲食や観光
が主たる原因ではないのに、関係業界には過度のダメージがある。支援を拡大し、対
応を強化されたい。

【知事答弁】　支援の予算を措置したい。財源の問題で追加の予算編成になるが、市
町村支援費を増加して対応していく。

● コロナ禍で子どもたちと、その家庭、そして学校の負担が増加している。休校措置の状況について伺うとともに、学校の感染症対策
を強化充実していくよう求める。また、オンライン授業の必要性が増している中で、ICT教育の環境整備が急務。

【教育長答弁】　今年に入って私立学校の約２割、県立学校の約３割で臨時休校措置等を行っている。各学校の実情に応じて感染
症対策を行う予算を追加する。アクセスポイントの追加と、高校用貸出端末を整備する。

知事「支援措置を拡大し、市町村への対応予算を追加する」

教育長「学校の感染症対策を強化する」

２月　１日(火)　感染症対策打ち合わせ(仙台市)
２月　２日(水)　交通安全施設整備調査(東松島市)
２月　３日(木)　サワ第４工場竣工式(東松島市)
２月　４日(金)　常任委員会打ち合わせ(仙台市)
２月　５日(土)　高校美術展（仙台市）
２月　６日(日)　予算提言精査・休日
２月　７日(月)　予算説明会(仙台市)�
２月　８日(火)　予算議案打ち合わせ(仙台市)
２月　９日(水)　感染症対策意見交換(東松島市)
２月１０日(木)　知事打ち合わせ(仙台市)�
２月１１日(金)　原子力防災訓練(東松島市)
２月１２日(土)　原子力防災訓練（東松島市・亘理町）
２月１３日(日)　コミュニティ振興打ち合わせ（東松島市）�
２月１４日(月)　県議会定例議会(仙台市)
２月１５日(火)　県議会定例議会(仙台市)
２月１６日(水)　県議会定例議会(東松島市)
２月１７日(木)　予算議案打ち合わせ(仙台市)
２月１８日(金)　県道施設整備調査（東松島市・美里町）
２月１９日(土)　国会議員打ち合わせ（仙台市）
２月２０日(日)　震災伝承行事（石巻市）
２月２１日(月)　予算議案打ち合わせ(仙台市)
２月２２日(火)　商工業振興打ち合わせ(東松島市)　
２月２３日(水)　議案調査・休日
２月２４日(木)　県議会定例議会�(仙台市)
２月２５日(金)　県議会定例議会�(仙台市)
２月２６日(土)　コミュニティ振興打ち合わせ（東松島市）
２月２７日(日)　観光交流打ち合わせ（東松島市）
２月２８日(月)　市役所打ち合わせ�(東松島市)

　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。
　感染症対策に留意し活動しています。主な議員活動につ
いて、２月を例にご紹介いたします。

県 議 の １ カ 月
（ 高 橋 宗 也 ２ 月 ）

　決算総括質疑について、
会派を代表して登壇いた
しました。歳入歳出のバ
ランス等についての質疑

を行うとともに、東日本大震災から10年目となる復興についての決算
評価を問いました。特に三陸道は、沿岸被災地域と仙台都市圏、そし
て首都圏を結ぶ大動脈となりましたが、鳴瀬奥松島インターチェンジ
から国道までの接続路は、朝夕に大渋滞しています。
　県当局から、「指摘
の点について、早急
に改善を図る」と回
答があり、早速改修
工事が実施される予
定です。工事期間中
は、ご不便をおかけ
いたしますが、ご理
解とご協力をお願い
いたします。

決算特別委員会
総括質疑

予算特別委員会
総括質疑

渋滞する鳴瀬奥松島インターチェンジの接続路を拡幅改修します
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編集後記

発行者・事務所

　今年の冬は、ここ数年の中では雪も多く、気温も低い日が続いてい
ましたが、２月下旬からは急に暖かくなってまいりました。ヒバリや
ウグイスの初鳴、ツバメの初見などの時期は年々早くなっているそう
です。今年は、気の早いウグイスが２月にさえずっていたのを聴きま
した（驚）。
　なかなか収束しないコロナ禍ですが、東松島市は里山と海、そして
野鳥や山野草が身近で、いつでも豊富な自然に親しむことができます。
　大震災から11年目の３月、本格的な春もすぐそこまで来ています。

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
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東松島市役所
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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

県政懇談会を随時開催いたします。

※�新型コロナウィルス拡大防止対
応のため、リモート・少人数で
の開催となります。
開催の希望がありましたら、お
電話、または郵便、メール等で
お気軽にご相談ください。

フェイスブック、インスタグラム、ツイッター
※お友達の申請・フォロー歓迎いたします。

お茶の間懇談会

 高橋宗也 検 索

➙

県 政 懇 談 会

全国豊かな海づくり大会
　2021年10月３日。両陛下のオンラインによる行幸啓を仰ぎ、石
巻市を会場に全国豊かな海づくり大会が開催されました。
　式典前、大震災で亡くなられた方々に全員で黙とうを捧げてか
らスタート。会場では小泉環境大臣（当時）に再会のご挨拶。
　小泉氏には、震災がれきの対応やデンマーククロスステッチ等、
東松島市の復興支援にご尽力していただきました。
　式典の際、上空にブルーインパルスが舞うなか、ヒラメとホシ
ガレイの稚魚を放流。大震災の際に全国からいただいた感謝を伝
え、そして水産業の持続的な発展を宮城県から発信していく決意
を全国に表明いたしました。

西小松地区・
農地基盤整備事業が起工
　2021年11月１日。東松島市西小松地区の農地基盤整備事業起工
式。面積約128haのほ場整備事業がいよいよ始まりました。
　コロナ禍もあり、今後、水田の汎用化を可能とする農地基盤整
備事業は、土地利用型農業の生産性向上に向けて、必要性が高ま
っています。
　整備工事については、新たな県の追加予算の確保に向けて、調
整を進めており、今年度の２月補正予算で約２億9,700万円を加算
確保いたしました。関係者のみなさまと連携して、ほ場整備の早
期完成を期してまいります。

復興道路は
「命の道」そして「宝の道」
　2021年12月23日。「奥松島・松島公園線」が完成し、地域のみな
さまとともにテープカットと開通式典に参加いたしました。
　海岸堤防と復興道路が、他には類を見ないセット型で整備され、
海が見える展望道路が完成。
　海岸線と同じ弓型に弧を描いて伸びる道路は、まさに地域にと
って「命の道」です。そして、海水浴場の復活をはじめ、奥松島
地域の観光交流を再生する「宝の道」です。
　道路の完成はゴールではなく、新たなスタートです。この新た
な道を共に活かしてまいりたいと思います。

「復興東松島」東松島一心


