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頃より、かんま進の活動に対しまして、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。
東日本大震災から早いもので、この 9 月を迎えると 4 年半が経つことに
なります。さて、先日閉会した、第 352 回宮城県議会定例会（６月 15

日 ~ ７月３日）で一般質問をさせて頂きました。ご案内の通り宮城県復興計画は
10 年間、前半の復旧期３年間を終え、再生期４年間の２年目を迎えている 27 年度
です。仙台市の復興計画は５年、今年度が仕上げの年になっています。仙台市の復興
をバネに沿岸部被災市町、宮城県全体が復興の足どりをより早めていかなければな
らない時期に来ていると思われます。
それにしても計画は白紙撤回としましたが、当初の新国立競技場の 2520 億円の
予算承認、集中復興期間後の被災地負担を求めた国の姿勢との違いには、愕然と
させられました。また、今議会では安保関連法案の徹底審議を求める意見書に
関する請願や撤回を求める意見書も提出され、「無所属の会」として徹底審議をす
べきという立場で賛成致しましたが、残念ながら反対多数で否決されています。
我々を取り巻く環境は大きく変わりつつありますが、常に市民・県民の皆様
の目線に立ち、これからも復興を進め、ふるさと宮城・仙台発展のため、
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　かんま  進

日



 復興のグランドデザイン

　質問　他県や内陸部からの応援者に対する宿泊費、交通費等の支払
いについて調査するとともに、人手不足を解消するなどして、
整備の加速化を図るべきと思うがどうか。

　答弁　発注者が工事費を適切に積算するため、下請を含めた労働者
への賃金や手当等の支払実態について、毎年国交省と共に調
査を行っており、昨年度は 238 件の県発注工事を抽出し、こ
の中には災害公営住宅が 32 件含まれている事から、この調
査結果を参考にするとともに、今年度の調査においても実態
の把握に努めてまいります。計画戸数 1 万 5,988 戸の約 9 割
の事業着手をするなど着実に整備が進んでいると認識する
が、引き続き、平成 29 年度までの確実な全戸完成に向け、
市町と共に整備の加速化を図ってまいります。

　質問　このところ全国で凶悪な少年事件が相次いで発生している
が、子どもたちの健全育成と凶悪な少年事件の未然防止につ
いてどう考えているのか。

　答弁　知事　私としても非常に憂慮しております。県としては、こ
れまで「青少年の健全な育成に関する基本計画」に基づき、
有害環境の浄化をはじめとする各種の取組を実施するととも
に、「青少年健全育成県民総ぐるみ運動」を展開し、家庭・学校・
地域が一体となった、青少年健全育成や非行防止の取組の推
進に努めています。こうした取組を着実に推進していく事が、
非行の防止、凶悪な少年事件の未然防止につながっていく事
から、教育委員会、県警察、各種団体等とも連携し積極的に
取組んでまいります。

　　　　教育長　極めて憂慮すべき状況にあると深刻に受け止めてお

ります。県教育委員会では仙台市教育委員会、県警察本部と
三者協定を結び、少年の逮捕事案のほか、粗暴な非行事案等
の情報の共有化を図り、学校と警察が連携して非行の未然防
止に努めております。子どもたちの健全育成は、まず家庭で
ありますが、同時に学校と家庭の間でのコミュニケーション
も大切であると考えております。あわせて学校教育の様々な
場面で子どもたち一人ひとりの心に、他人を傷付けてはなら
ないことなどの規範意識や道徳的な心情を育てていく事が重
要と考えております。

　　　　県警本部長　少年非行を取り巻く情勢は、刑法犯少年の検挙
人員が減少しているものの、再犯者率の上昇が認められ、全
国的に殺人等社会の耳目を集める事件が相次いで発生してい
るなど、引き続き厳しい状況にあると認識しております。県
警察では、非行少年等の検挙補導や、少年・保護者の悩みに
応じた少年相談のほか、関係機関・団体や地域の方々の協力
を得ながら街頭補導、非行防止教室の開催など幅広い少年の
健全育成活動に取り組んでおります。また「学校警察連絡協
議会」などを通じて、学校との情報交換を行い、要請に応じ
てスクールサポーターを派遣するなどして、問題行動の早期
把握と沈静化を図っているほか、今年 4 月に開催した「少年
サポートせんだい」において、問題行動の認められた少年に
対する関係機関等と連携した立ち直り支援活動を強化してお
ります。

　質問　タリウム事件及びその捜査についてどうか

　答弁　県警本部長　当時としては、やるべき捜査は行われていたと
考えますが、結果的には被疑者にたどり着けなかったことは
事実であり、このことを教訓に部内所属間の情報共有のあり
方を検討するなど、今後の捜査に活かすべきところは、活か
して参りたいと考えております。

　質問　関山峠バイパス構想について、大動脈であり、県を跨いだ広
域的なレベルのものであることから、県としても関与し、可

能な限り応援することが大事だと思うがどうか。

　答弁　関山峠は積雪が多く、宮城県側での雪崩発生により、2 年連
続で全面通行止めとなり、冬期間の通行確保が課題として浮
き彫りになったことから、県では山形県や仙台市と共に、平
成 26 年 7 月と 27 年 2 月に、防災対策の整備促進を国に対
して要望したところであります。現在、国では対策工事を実
施しており、本格的な降雪期前の完成を目指していると伺っ
ております。県といたしましては、国道 48 号の更なる機能
強化が図られるよう、仙台市など関係自治体と連携しながら、
引き続き国に対して強く働きかけてまいります。

　訪日外国人旅行客のことを言います。小泉元首相が観光立国を高ら
かにうたった 2003 年の訪日客数は 550 万人でした。国は 2020 年に
は訪日客数を２千万人目標、訪日客の消費額を４兆円、全国で 40 万
人の雇用を生み出すとしています。ちなみに昨年は前年比 129％、1
千 341 万人と過去最高を記録、訪日客の消費額は２兆 278 億円となっ
ており、今年も更に上回るペースで増加、２千万の達成も前倒しの可
能性があります。東日本大震災により、日本全体で 2011 年は落ち込
みましたが、その後順調な伸びを示し、震災前の 2010 年比で昨年は
約 156％増となっています。しかしながら宮城県は昨年で約 10 万人、
2010 年比で△ 37％、東北全体でも 34 万１千人、△ 32％と取り残さ
れているのが現状です。

 昨年の訪日客は 1,341 万人と過去最高となり、今年も増加傾
向が続いているが、インバウンドの現状についてどうか。

　答弁　国では、2013 年観光立国推進閣僚会議を立ち上げ、2020 年
までに訪日外国人旅行者数 2 千万人の目標を掲げ、戦略的な
ビザ要件の緩和や消費税免税制度拡充により、目標の実現が
現実的なものになっております。このことは、日本経済にと
りましても有意義なことであり、私自身も高く評価しており
ます。今後はこの流れを是非、宮城・東北に結びつけていけ
るよう、インバウンドの誘客に積極的に取り組んでまいりた
いと考えております。

　質問　新免税店制度の普及について、より高い目標を設定すべきと
思うがどうか。

　答弁　国のアクションプランでは、地方の免税店を今年 4 月 1 日現
在の約 6,600 店舗から平成 29 年には約 2 倍、平成 32 年には
約 3 倍に増加させるとしています。一方、我が県では、昨年
10 月 1 日現在、94 店舗でありましたが、今年 4 月 1 日現在
およそ 3 倍の 267 店舗となっております。今後、国の目標に
あわせ、平成 29 年度中に 500 店舗となるよう取り組んでま
いります。

　質問　国が提案している免税モデル商店街は魅力的であり、提案に
ついて乗るべきと考えるがどうか。

　答弁　免税モデル商店街は、免税一括カウンターを活用して街ぐる
みで免税店化を進める商店街であり、日本政府観光局による
海外でのプロモーションや免税システム等の導入支援を受け
られるものと承知しております。このような支援は、外国人
旅行者を呼び込む上で非常に魅力的なものであることから、
一括カウンターの導入を促進し、次の段階として免税モデル
商店街となれるよう働きかけてまいります。

　質問　アーバンツーリズムやショッピングツーリズムを踏まえ今ま
で以上に仙台市と連携し、広域観光やインバウンドに取り組
むべきと思うがどうか。

　答弁　アーバンツーリズムは、都市の雰囲気や街並み、ショッピン
グや食、エンターテイメントなどを楽しむ旅であり、インバ
ウンドを推進する上で非常に重要な要素であると認識してお
ります。特にショッピングツーリズムを充実させるための大
切な取組であることから、免税店舗の拡充を図ることとして
います。今までも広域観光については海外でのプロモーショ
ンなどで仙台市と連携してまいりましたが、今後は更にアー
バンツーリズムも意識しながら、仙台市と連携を図り、様々
な媒体を通じて都市の魅力を発信し、外国人旅行者の誘客に
努めてまいります。
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県民の安全・安心に係る諸課題について、観光立県に向けての諸課題について

 少年の問題行動への対処

 復興の 1 丁目 1 番地
災害公営住宅整備の
加速化について

子供たちの健全育成と凶悪な
少年事件の未然防止について
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 大震災の時には命の道
仙山交流・国道48号の
整備について

 国が推進するインバウンド

インバウンドの評価及び
宮城県の取り組みについて

新免税店制の普及は
インバウンドのインフラ整備

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行われています。
議員一人ひとりが県民から選ばれた自
覚を持って議会に臨み、いい意味で行
政と対峙することが必要です。

県議会ラウンジコンサート
定例会開会日のお昼休みに開催。今
定例会で 40回目を迎えました。

▼

闘わないがん治療「メデポリスがん
粒子線治療研究センター」先進地政
務調査活動。医療ツーリズムの実現
化を図りたいものです。

▲

学力テスト日本一、秋田県
の実践現場、大仙市立大曲
中学校視察。単にガリガリ
ではない人間教育、「よく生
きよ」。豊かさを感じます。

▼

今年も岩沼市千年希望の丘植樹祭に
参加。市民の皆さんと共に汗を！

◀

常に現場主義。震災後、歩いたから
こそ、この現場も。

▲

質　問



　極めて高い依存性があり、どのような危険薬物が入り配
合されているのか、商品によって異なっているので、使用
によりどんな作用が発生するか予測できません。そのため、
意識障害・おう吐・けいれん・錯乱などを起こし、救急搬
送された事例や死傷者を伴う大きな交通事故を起こしたり、
死亡事故・事件も全国各地で発生しています。
　「宮城県薬物の濫用の防止に関する条例検討会」のメン
バーとして、昨年 11 月 21 日から、先日７月３日開催まで
21 回の検討会を開き、議員発議の条例制定を目指し頑張っ

佐手山砂防事業の進捗状況
＜ハイランド・佐手山の現在＞

　2014 年秋号でも報告しておりますがその後の
復旧工事の進捗状況です。左の写真のように崩落
は凄まじいもので、大崩落の防止及び佐手川の土
石流発生防止のため、この砂防事業を県と連携、
国から災害関連緊急砂防事業の認定をとり付け、
23 年度中に着工となったものです。左写真の２号
堰堤が上流部で先に完成。土砂を埋める作業中で
す。この土盛りが団地法面崩落を防ぐ機能を果た
すことが期待されます。現在は下流部の１号堰堤
工事のコンクリート流し込みにかかっています。
佐手川砂防事業（期間 23 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）

～「薬物乱用のないみやぎ」に向けて～

危険ドラッグ規制条例制定を目指し鋭意検討中！です。

ています。２月４日～５日にかけて厚労省で「薬事法改正
に関すること等について」。兵庫県、滋賀県では既に制定済
みの「兵庫県薬物濫用防止条例について」、最新に制定予定
の「滋賀県薬物濫用防止条例について」を検討会メンバー
有志で調査に伺っています。現在、検討会でパブリックコ
メントも実施した条例案について、仙台地検と法との整合
性などを協議中で、９月定例会制定に向け詰めているとこ
ろです。

◀危険ドラッグは、店舗やイン
ターネットで「脱法ドラッグ」

「合法ハーブ」「お香」「アロマ」
等と称して販売されている薬物
です。乾燥にした植物片の他に、
液体・粉末など様々な形態で販
売されています。

 こんなに怖い！危険ドラッグ

内陸部宅地被災地の復興状況
＜折立５丁目地域＞

　この地域だけでなく中山はじめ各地域で被害が発生、被害宅
地数は４千件を超えるものでありました。復旧制度が無い中、
制度実現に向けオール宮城・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。（仙台市では３
月 22 日、折立５丁目地区で市長出席のもと宅地所有者の皆さ
んに工事完了報告会を開催しました。）   折立 5 丁目地域の一画　27.7.7

 団地から佐手川への崩落現場　23.3.26
 団地から見降ろした佐手山砂防事業・
 ２号堰堤（高さ 14.5m）　27.7.7

 佐手山砂防事業（青葉区新川）進歩状況【平面図】

ふり返り 今！・・・・・みらい
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