
ロナ禍の時代を迎えて、１年７カ月が経とうとしています。収束が見えてきたようで又、視界不良になる
繰り返しは辛いものがありますが、皆様方には健やかにお過ごしのことと存じます。
さて、この県政報告がお手元に届く頃には東京パラリンピックが開催されていることと思いますが、オリ
ンピック開催期間中に迎えた第５波がどうなっているのか予測すらできません。我が宮城県においても政

府のクラスター対策班メンバーの小坂健東北大大学院教授の言を借りれば、「お盆、年末年始、年度末は感染者が増
える。宮城は五輪を有観客にした影響も懸念される。飲食店への時短営業要請や自粛頼みは限界だ。県民に閉塞感が
漂っている。」正にその通りと認識するところですし、残念ながら「仙台七夕まつり」前には再拡大が始まってしま
いました。
ワクチン接種が全て万能とは言えませんが、２回目接種が進んだ高齢者の感染者数は間違いなく減っており、重症化
リスクも軽減されていることはひとつの光明と言ってよいでしょう。しかしながら、死亡を招く高齢者の重症化リス
クがワクチン接種で抑えられれば「新型コロナはもはや脅威ではない」とはいかないのが難しいところです。
既に関東では９割、関西でも６割を占めるとされているデルタ株は、世界保健機構の分析で従来型より感染力が２倍
と推計され、更に重症化リスクも高いと米国疾病対策センターが公表しています。
政府が２日に療養方針見直しを決め問題となった「感染者急増地域では自宅療養を基
本」は、その後、中等症「原則入院」と５日には修正となりましたが、その「自宅療養」
で５日付の報道でショッキングなニュースが流れました。８月になって東京都内で自
宅療養中の感染者とみられる、少なくとも８人が死亡。いずれも３０代から５０代の
年代だったということです。比較的若い年代の重症化リスクが、侮れない局面になっ
ているということを知らされるものでした。それだけに、ワクチンを接種しない権利
も充分配慮しながら、高齢者の次には上記の世代にいかに速やかにワクチン接種を進
めていくかが、やはり重要と思われます。そして改めて「基本的な感染対策のより徹
底」です。
コロナ関連での地域医療・地元経済対策等、県政でできるところ、９月議会も控え最
大限やっていかなければと思っているところです。
次頁からの、この報告が最近の県政の動向を知る一助となれば有難く存じます。

記 3.8.9
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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。昨年度はコロ
ナ禍で開催を断念。暫くぶりに 6月定例会で第
60 回をソーシャルディスタンスをとって開催し
ました。（R3.6.15）

▼

「みやぎ鎮魂の日」大震災から丸十年が経ちまし
た。復興は大きな区切りを迎えていますが、改
めて犠牲になられた方々のご冥福を祈らせて頂
きました。（R3.3.11 県庁講堂）

▲︎

第 376 回定例会（11 月 25 日～
12 月 16 日）での一般質問 2日
目の午後 1 時から登壇。「宮城
県美術館の道程とこれからにつ
いて」「宮城三病院連携・統合
検討について」「多文化共生の
現状について」質問。（R2.12.4）

▲︎

20 世紀の日本を代表する建築家前川
國男が生まれた新潟の新潟市美術館も
前川建築。2006 年には生誕 100 年を
記念し、2ヶ月間に渡り「前川國男建
築展」が行われましたが、会派でその
調査に。（R3.7.23）

▲︎
市民団体から「みやぎ型管理運
営方式」の導入に係る条例及び
関連する条例改正の熟議と更な
る説明会を求める請願書が議長
に提出されました。（R3.6.18）

▲︎

県有施設の再編（県民会館、み
やぎ NPO プラザ、県美術館）
に関する県民説明会が急遽の案
内で開催。周知の仕方もあり定
員の半分位でしたが熱心な質疑
応答も。（R2.11.28）

▲︎

質疑　	 「県有施設在り方検討懇話会」第 2回、第 3回と非公開で、
第 4回は 11 月開催と第 1回 5月開催なので６ヶ月間、議会
の意見もチェックも受けずに、正に外の目・声・チェックも
入らず構成員と担当部局で決めたことを 7ヶ月後に報告し
ている形だから、突然というふうに見るのは当り前だと思う
がどうか。

答弁　	 公表したのは結論ではなくて中間案でして、当然何もないと
ころで説明しようがないので、ある程度固まった段階で議会
に説明する。それが決定ではなく中間案という形で公表し、
皆様から意見をいただき、そしてパブコメを実施。その上で
仙台市・宮城県の調整会議などもやりながら、最終的に政策・
財政会議に至ったということで、プロセスとして問題ないと
考える。（知事）

質疑　	 中間案だとしても、そこに様々な意見を取り入れた中で中間
案を出した方がクラッシュしない。完成品ではないですが、
そういったことは必要と思う。情報公開については、やはり
欠けているのではないかと思う。今回の 3病院統合・連携
問題についても確かに関係する機関があるので、なかなか出
せないことは分かりますが、ここ２・３年の村井県政の中で
初めに結論ありきというように見える部分があって、本当は
一生懸命にやっているにしても、そういう不信感が出ると思
う。中途の部分がないから。3病院統合・連携問題について
も、もっと丁寧に県民市民に対してあるべきで、政策形成過
程の情報公開について、知事はどのように考えているのか。
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＜ R3.7.5 本会議＞

　質問　県の上工下水道事業の運営権を SPC（特別目的会社）に設定
しようとするものであります。確かに人口減少や節水機器の
普及で料金収入が激減、水道施設の老朽化等、水道事業その
ものが危機的状況にあると認識します。その上下水道につい
ては日本人としてノーベル経済学賞にいちばん近いと言われ
ていた宇沢弘文が理論を構築した「社会的共通資本」に属す
るものとされています。「社会的共通資本はたとえ私有ない
しは私的管理が認められているような希少資源から構成され
ていたとして、社会的な基準によって管理・運営される」べ
きものとされ、更にその管理については、「社会的共通資本
は決して国家の統治機構の一部として官僚的に管理された
り、また利潤追求の対象として市場的な条件によって左右さ
れてはならない」ともしています。

	 正に上下水道はそのような位置づけが成され、その認識を
持って、水道事業の危機的状況の打開をしていかなければな
らないのだと思います。

	 だからこそ民間に丸投げをする「民営化」はノーですし、知
恵を絞って官民連携していく選択になるのだろうと考えま
す。

	 「水みらい広島」のような公民共同事業体方式もひとつです。
自治体も出資し、３割以上の株式を保有して発言権を確保。
財務内容も捕捉でき、役員報酬や人事異動も決められること
になります。自治体が発言権と利益処分方法まで管理できる
仕組みをつくれば「民営化丸投げ」にはなりません。

	 知事はコンセッションを選択し、今議会に運営権設定の議案
を提出しています。

	 しかしながら、今議会での一般質問や常任委員会の質疑でも
様々な懸念は消えませんし、県民から更なる説明を求める声
もあがっています。

	 「運営権を握るという事の重み、水道料金を基本的には自由
に設定できるということ」

	 運営権設定予定の SPC（特別目的会社）は２０年間の契約終
了後は精算を経て解散するとなっていますが、２０年後の県
民への上下水道の供給がどうなされるのか見えていません。
少なくともこの方式を選択、進めた責任者として、２０年後
の安全・安心を提示する責務が「社会的共通資本」として間
違いなくあると思います。

	 以上のような観点で今議会でのこれらの議案については、県
議会・県民に対する説明がまだ充分でないこと、又 SPC及び
OM会社の監視やモニタリング等にやはり問題が残る事を指
摘し、反対討論と致します。

＜ R3.3.9 予算特別委員会＞

質疑　	 「みやぎ型管理運営方式」については前回知事選において、
ワンイシューとして県民に問うたわけではないので、県民が
この事業に大いに期待している、白紙委任するというもので
はないと思う。県民に対する説明や周知、対話が残念ながら
「由らしむべし知らしむべからず」的になっていると思われ
るが、究極的なインフラ「水」に係る大事業である。知事の
所見はどうか。

答弁　	 選挙の時にはワンイシューでやったのではないと言われた
が、これを一番強調したことは事実であり、私は県民の信任
を得て進めているという自負がある。「みやぎ型管理運営方
式」の導入に当たっては県民や市町村の理解が必要であると
認識しており、これまでシンポジウムや事業説明会の開催、
県政だよりやホームページを活用した広報及び定期的な市町
村説明など幅広い周知に努めてきた。

	 現在、関係する市町村の理解は相当程度深まったと考えてい
るが、県民の中には事業に対する懸念の声があることも承知
しており、導入後も引き続き十分な説明責任を果たしていく。
先ずはいま、6月議会に向けて準備を進めているところであ
る。（知事）

H29年 8月
県美術館リニューアル基本方針検討会議第 1回開催（県教育委員会）

↓
H30年２月まで計４回開催、３月に「リニューアル基本方針が決定」

↓
翌年、R1年５月
「県有施設在り方検討懇話会」第１回開催。（知事部局）第２回、第３
回は非公開で開催。11月の第４回開催時に県民会館、みやぎNPOプ
ラザと仙台・病院跡地に移転・集約する中間案が出され、12月開催の
第 5回で承認。

↓
様々な市民団体から現地存続を求める要望活動。
「宮城県美術館の現地存続を求める県民ネットワーク」（略称：宮城県
美ネット）R2年 7月設立、県民運動として様々な活動。

↓
R2年 11月 16日　
知事記者会見「宮城県美術館移転断念　現地存続決定」

＜ R2.12.4 一般質問＞

質疑　	 県民の情熱と知恵を県美術館のリニューアル、新県民会館の
県民ギャラリーづくりなど、かっての県美術館建設に至った
県民参加のバージョンアップ版として協働すべきと思うがど
うか。又、弘前市が提案した近代建築ツーリズムネットワー
ク等を生かした観光資源づくりについてもどう考えるか。

答弁　	 今後の検討におきましても、美術館リニューアル基本方針の
策定に携わっていただいた有識者をはじめとする関係者の皆
様や県議会の御意見をいただきながら進めてまいる。又、県
としては日本を代表する前川國男氏が設計した現代美術館の
建物や立地の価値を県民の財産として維持・継承していくこ
ととしており、方針として決定した場合には、現美術館の価
値や近代建築としての価値を生かしながら、観光資源として
有効活用する可能性も期待できると考える。（知事）

水道事業の運営権を民間に売却する件について
 市民・県民の目線で
「みやぎ型管理運営方式」の導入に係る
運営権設定議案及び伴う議案について

討　論

質　疑

答　弁 質　疑

答　弁

答　弁

◎上工下水一体官民連携運営構築費
　について

質　疑

質　疑

宮城県美術館現地存続を求める県民の声を
届ける県民運動の主体となった（略称）：県
美ネットが活動の記録誌をつくりました。
（R3.6.30 発行）とても大事なことです。

▲︎

県美術館＆3病院連携・統合問題について
 県美の簡単な経緯・ふり返り

～現地存続決定を受けて～

～質問に対する答弁を全ていただいての
政策形成過程及び情報公開について再質問～

《次項へ続く》



＜ R3.4.30 議員全員協議会開催＞
「まん延防止等重点措置適用に伴う県の取組状況等について」
知事及び関係部長説明を受けて質疑
＊法律で定められた正規の会議ではないので議事録が無いので概要について

質疑　	 山梨県で効果を上げているという飲食店等の「グリーン認証
制度」について、コロナ感染拡大による時短要請で疲弊する
業界を支援する施策として早期に「みやぎ方式」として導入
すべきと思うがどうか。

答弁　	 山梨県での認証制度については承知しており、取り入れたい
思いはあるが、早期にと言うと実現する人手の問題があり、
検討課題と致したい。

質疑　	 そんな悠長なことは言っていられない。待ったなしでできる
対策はやらなければならない。是非前向きに取り組んで頂き
たい。

　

〇委員会メンバーによる政務調査　3.6.2
■旧大川小学校（現地調査）語り部の方から話を伺いました。
■松島自然の家（現地調査）大震災から10年、移転完成です。

〇県内調査　3.8.10 及び 11
■蔵王自然の家　　　
　現状と課題・施設の維持管理について
■総合教育センター　
　いじめ・不登校対策及び教育・福祉の両面からの課題解決について
■南三陸警察署　　
　移転新築した南三陸警察署の概要について
■登米市けやき教室・登米市子どもの心ケアハウス
　上記の状況について

＊上記調査以外に定例会毎に常任委員会が開催され、
　それ以外に基本として毎月21日に常任委員会を開催。
　所管事項について審議を行っています。

〇参考人意見聴収　3.4.16
■合同会社東北野生動物保護管理センター代表社員
　・地域の現状に基づいた鳥獣被害対策のあり方について等。

答弁　	 情報公開にはしっかり条例があり決ったルールがあるので、
それに従って情報公開はしっかりと行っていくということが
必要だと思う。ただ現実、毎日物すごい職員が来ていろんな
ことを議論・意見交換をして政策を組み上げていっており、
それをつまびらかに全部出すということをしたら、かえって
混乱してしまうことになると考える。議論している間になく
なってしまうものもあれば、更に上のほうにあげていくのも
ある。全部決まってから決して出した訳ではなくて、今回の
美術館問題についても中間案として出して、その上でいろん
な議論をいただき議会の声を聞いて、そしてもう一度コンサ
ルを入れてしっかりとメリット、デメリットを検証する。又、
いろんな関係者の声を聞いて、そしてコンサルから出てきた
かっちりした成果品ではないですが、ある程度のデータが出
て来たので、それを見て最終的な方針を決定したものです。
現時点では最終決定ではなくて方針だということで、今後又、
皆さんのご意見を聞きながら更に方針が変わることはあると
思いますが、そういう形で徐々に高い次元に持っていってい
ることをご理解ください。（知事）

答　弁

質　疑

文教警察委員会 県内調査等

鳥獣被害対策調査特別委員会 県内外調査等

答　弁

旧大川小学校の現地
調査。震災時には女
川の中学校で被災体
験の元教員、大川
小の遺族でもいらっ
しゃる語り部の方の
お話は魂が揺さぶら
れました。

▼︎

〇参考人意見聴収　3.7.13
■農林水産省農村振興局鳥獣対策・
　農村環境課鳥獣対策室課長補佐ほか
■東北農政局農村振興部農村環境課課長ほか
■仙台市経済局農林部農業振興課課長ほか
■仙台市環境局環境部環境共生課課長ほか
　・鳥獣被害の現状及び課題について等

〇県内調査　3.7.15 及び 16
■大崎市役所田尻支所
■村田町議会
■村田町減容化施設（現地視察）
■石巻市役所河北総合支所及び罠設置場所
＊全てで鳥獣被害の現状と課題について

〇県外調査　3.7.27 ～ 28
■群馬県鳥獣被害対策支援センター
　・上記の取組について
■栃木県議会・「地域ぐるみの鳥獣被害対策の取組について」
■馬頭むらおこしセンター
　・道の駅「ばとう」におけるジビエの流通・販売状況等
　　について

松島自然の家は震災前は東松島市野
蒜にありましたが、壊滅的被害で同
じ東松島の宮戸地区に移転完成。

▲︎

質　疑

石巻市役所河北総合支所でのニホンジカ被
害状況報告と意見交換終了後、現地調査。
ここだけで昨年度、防護柵２千メートル。

▼︎

《前項の続き》

 新型コロナウィルス感染症対策について




