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次の世代に、
もっと素晴らしい故郷を繋ぎたい。
かんま進のホームページより抜粋
＊ホームページでは、ABOUT から
県発信の「復興の進捗状況」へ
リンクします。
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ふり返り 前へ！

日

頃よりかんま進の活動に対し、あたたかいご理解とご支援を賜わり、
心より感謝申し上げます。

3.11 から 3 年半経過した時期の開会であった、第 349 回宮城県議会定例会

（9 月 17 日～ 10 月 16 日）、一般質問をさせていただきました。ご案内の
通り宮城県震災復興計画は平成 23 年度から 10 年間、前半の復旧期・3 年間
を終え、再生期・4 年間のスタートの年が平成 26 年度、今年度に当たります。
再生期のスタートの年の半年、節目の時機にふり返り、前へ
進んで行かなければなりません。
市民・県民の皆様の立場に立ち、これからも復興を進めるため
全力投球して参りますので、今後ともご指導・ご鞭撻の程、
宜しくお願い申し上げます。

宮城県議会議員
ホームページ http://www.kanma.jp
E-mail
kanma@kanma.jp

かんま 進

Facebook
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災後の東北と宮城の再生・創生について、東北薬科大学医学部設置について…
復興のグランドデザイン

復興のグランドデザイン

国・東北・県・市町村の
連携と進捗について

質質問
問 当初策定時からの連携と現段階における進捗についてどう
なっているか。

答答弁
弁 「東日本大震災からの復興の基本方針」に定められた「被災

地域の復興は活力ある日本の再生に当たっては、東北地方の
有する多様性や潜在力を活かし、一体となって取り組むこと
により、新しい東北を創出する」ことが、これからの復興を
進める上での大きな課題と考えておりますので、国と連携し
被災市町のグランドデザインに基づいた復興が早期に実現で
きるよう取り組んでいきたいと考えております。

国の復興構想会議の提言について
質質問
問 「復興構想７原則」のうち「原則３」をどう受け止め、「震災
復興計画」にどう反映させているか。

答答弁
弁 「被災した東北再生のため、潜在力を活かし」「来たるべき時

代をリードする経済社会の可能性を追求する。」という考え
に非常に強く共感しているところです。震災復興を進めるに
当たり、従来とは違った新しい制度設計や思い切った手法を
積極的に取り入れ、復旧にとどまらない抜本的な再構築を行
い、民の力を活用しながら先近的な地域づくりを行うことが
重要と考え、
「震災復興計画」に「水産業復興特区」や「先
近的な農業の構築」「エコタウンの形成」などの取組を盛り
込んだところであります。

経験のない複合災害への取組

経験のない複合災害への取組

復興への道筋も複合問題を解くに
等しい難解さということについて
質質問
問 東日本大震災の特異性を指摘している「復興の提言」の前文
について、難解な総合問題に向き合い、具体に現場で復興を

進めてきた組織の長としてどうか。

答答弁
弁 関東大震災や阪神・淡路大震災は建築倒壊と火災による被害
が中心であったのに対し、今回の東日本大震災は、津波被害
や原発事故が複合した新たな災害と位置づけられており、復
興への道筋が平易なものではなく、複合災害を乗り越えてい
くための厳しい道のりを示唆したものと考えております。被
災市町等と知恵を出し合い、それぞれの現場の実態に応じた
新たな対策を講じてきたところであり、今後とも先頭に立っ
て取組を推進してまいります。

指定廃棄物処分場はどうするのか

指定廃棄物処分場はどうするのか

指定廃棄物処分場の県の対応について
＊指定廃棄物とは放射性物質に汚染された廃棄物で 8,000 ベクレル /kg 超～ 10 万ベ
クレル /kg 以下のモノ
＊宮城県内には平成 26 年 6 月末現在、浄水発生土 1,011 ｔ、農林業系副産物 3,907
ｔ合計 4,978 ｔが保管されています。（環境省資料による）

質質問
問 処分場建設に関する県の役割、詳細調査の受け入れの真意、
及び県外処理の検討に関する要望と今後の対応についてどう
か。

答答弁
弁 特措法第 4 条において、国の施策への協力を通じ当該地域の
自然的社会的条件に応じて適切な役割を果たすものとされて
います。調査については国が責任を持って処理することが法
律上明確となっており、県全体の問題でもあり、知事の立場
として環境省に対し問題解決に向け、熱意を持って速やかに
進めていただきたいと伝えている。要望については市町村長
会議での要望でもあり、現時点では国から見直す予定はない
との回答でありますが、機会を捉えて要望してまいりたいと
考えています。今後の対応については、仮保管地域の大きな
負担となっているので、国の方針に沿ってできるだけ速やか
に処理していくべきと考えております。

再質問
再質問 仮保管の限度だからと言って時間切れ的に処分場受入れ市町
を決めるのはどうか？知事は全体利益と答えているが、社会
正義にかなった解決も目指さなければならないと思う。片や
県外での処分を要望し、一方で速やかに県内での処分場をと
□□□□□□□□□□□

▲ 普通の市民感覚を忘れず
問題提起、提案を図って
います。

進めるのでは、県民の皆さんの意見集約にはまだ時間が足り
ないのではと思うがどうか。

答答弁
弁 民意の代表者である市町村長さん方の会議を通じて、1 年以

上かけてここまで至っている。決して非民主的な手法で決め
た訳では決してないと考える。更に時間をかけてとの考えも
一つの考えではあるが、仮保管地域の市町村長さん方からは
大変な非難を受けているのも事実であり、ご理解いただきた
い。

再質問
再質問 市町村長会議で真剣に議論したのだと思います。しかし３市
町が候補地に決まった段階で、他の市町村は実際のところ直
接は関係なくなる訳です。確かに仮保管地域の立場もわかり
ますが、処分場を引き受ける側との責任の転嫁、引き裂かれ
るような形での決着は避けるべきと考える。指定廃棄物で同
じ問題を抱えている 5 県で話し合う機会を持って方向性をさ
ぐるのはどうか。

答答弁
弁 特措法ができ、それにのっとって進めていますので、国が 5

県で話し合ってくれと言わない限り、やっても私はらちがあ
かないと思います。そのためにもまずは国に何度も我々の気
持ちを伝えていくことが重要で、調査は調査として進め、並
行しながら他県にという動きも粘り強くお願いしていくしか
ないと思ってやっているところであります。

答答弁
弁 各種対策が進められて、港湾内の放射性物質濃度の低下傾向

も見られているが、凍土方式による遮水壁の設置など技術的
難易度が高いものがある。一部凍結しないなど、対策の課題
も大きく、より一層国が前面に出て取り組むことが重要であ
ると認識している。強く要望してまいります。

宮城県民会館の今後について
質質問
問 文化芸術の中核施設をどうするのか。
答答弁
弁 老朽化の問題もあり、仙台市民会館との関係があることから、
今後のあり方について、仙台市との連携を含め様々な可能性
について検討してまいります。

インバウンドの取組について
質質問
問 日本全体では昨年訪日外国人観光客が１千万人を突破、過去
最高を記録しているが、我が県では震災前の 5 割にとどまっ
ているがどうか。

答答弁
弁 国の事業と連携するなど東北全体として取り組む。仙台空港
民営化も見据えインバウンドに増加に努めてまいります。

原発事故の風評被害について

東北薬科大学医学部について

質質問
問 風評被害の認識と対策についてどうか。

質質問
問 医学部誕生の所感と新設医学部の東北全体の連携創生の役割

答答弁
弁 我が県の農水産物については、販路の回復が十分に進まない
など、風評被害が続いており、特に水産物については関東以
西で影響が大きい、汚染水の問題など消費者の不安の解消に
は時間を要すると認識する。検査体制のより充実と消費者へ
のアピール、県内外での商談会開催など県産品の信頼回復と
販路確保に努めてまいります。

福島第一原発汚染水対策について
質質問
問 風評被害でもそうだが根本的な問題として汚染水対策がある

についてどうか。

答答弁
弁 今回の医学部新設は、震災からの復興などの要請を踏まえ、
東北地方に 1 校の特例として認可されるものです。よって
「東
北医科薬科大学」は私立でありながら、東北各県、各医療機
関等と連携して、東北地方における医師不足・偏在の解消等
に寄与するという公共性・公益性の高い使命を果たしていく
責任を有しており、このことに対する期待もまた、大変大き
いと認識しております。様々な課題はありますが、認可に向
けてそれをクリアし医学部新設が実現することを期待してい
ます。

がどうか。

▼ 地方政治は首長をトップとする行政と議会の二元
代表制で成り立っています。議会は単なる追認機
関ではなく、立法機能（条例提案）などで行政を
方向づける等、いい意味での対峙が必要です。

▲ まちに飛び込み、市民・県民
の皆さんの日々を知る。普通
の市民感覚を常に大切に。

共に作業し、共に汗をかく。
共鳴する復興へのボランティア参加も。

▼

▲ 先進地に学び、それを県政に生かすことは大事な
ことです。政務調査は議員として重要な活動です。

▲ 国体開会式。埋め尽くされたスタン
ドからの地元小学生たちの「ガンバ
レ東北・宮城！」の声。福島、岩手
の横断幕と大声援にはじ～んと来ま
した。
頑張らねば！

ふり返り 今！ ・・・・・みらい
■ 3.11 の被害は仙台市の内陸部でも丘陵

23.3.26 撮影
佐手山（ハイランド）地割れ・地崩れ現場

部地域の宅地で擁壁崩壊・地すべり等
が発生。被害宅地数は 4,000 件を超え
るものでありました。青葉区でもこの
頁で取り上げている新川字佐手山（ハ
イランド）
、折立 5 丁目だけでなく中山・
高野原・赤坂・鷺ケ森・栗生・双葉ケ丘・
八幡・みやぎ台・南吉成・滝道・旭ヶ
丘など広範囲に渡っての被害となりま
した。

Sakura in JAPAN
Project のお手伝い
震災後 5.16 東京でのインバウンド復

■ ハイランド団地内の道路の亀裂はもち

興フォーラムの講師との縁で、このプ

ろん、佐手川に面する団地法面の崩壊

ロジェクトのお手伝い。沿岸部被災地

は凄まじいものでした。大崩壊の防止

の南三陸町「ホテル観洋」
、内陸部宅

及び佐手川の土石流発生防止のため宮

地被害の青葉区「作並・岩松旅館」敷

城県の担当課と連携、国への災害関連

地に桜の苗木を植えることになりまし

緊急砂防事業の認定をとり付け、23 年

た。苗木の資金を捻出し被災地の復興

度内に着工に漕ぎ着ける事ができ、二

を桜の成長とリンクし願ってくれたシ

次災害を防ぐ事ができた事は何よりで

ンガポールはじめ東南アジアの方々が

した。お力添えをいただいた地元町内

この地を桜のシーズンに訪れてくる日

会長さんにも感謝です。佐手川砂防事

を楽しみにしています。

業事業（期間 H23 年度～ 27 年度総事
業費約 10 億円

概要

砂防堰堤工 N

＝２基・山腹工）
＊二次災害・土石流発生の想定で広瀬川下流域の
農業用水・工業用水の取水及び三居沢発電所発

▲
佐手山砂防事業・２号堰堤工事現場

電へ影響が懸念される。

26.10 月

■折立 5 丁目の大規模宅地崩落は内陸部宅地被害の最たるものと言っていいでしょ
う。復旧支援制度が無い中、制度実現に向け国に仙台市・宮城県・仙台市議会・宮
城県議会が超党派、オール宮城・仙台で要望活動を行ない、造成宅地滑動崩落緊急
対策事業の創設となりました。
Sakura in JAPAN Project

▲

折立 5 丁目復旧現場

26.4 月

折立 5 丁目復旧現場

26.10 月

日本の四季の美しさを Facebook を通して紹介
するプロジェクト。東日本大震災直後の 2011 年 3
月 15 日にスタート。復興への道を歩む “ 元気な日
本 ” の姿を世界に伝えることを主な目的とし、日
本の桜や四季に関する写真を日付と場所を記載し
て紹介している。美しく迫力のある写真が海外の
女性を中心に人気を集めている。世界に宮城県の
この地の様子が伝えられています。

