カ

ン

マ

ー

マ

ン

とぴっくす
v o l . 27

2018年中春号

か ん ま 進 後 援 会 連 合 会

“3．
11”～あの日から七年、
復興へ向け発展期に！～
拝啓 陽春の候、皆様方には益々ご健
勝のこととお喜び申し上げます。
月日の経つのは早いもので、今年も４分
の１が過ぎてしまいました。
そしてあの東日本大震災３．11からまる
７年が過ぎ、この４月からはいよいよ、宮
城県の復興計画10年の、仕上げの期間３
年間・発展期の初年度に入ります。
復興の目安というのは正に総合的に見
ていかなければなりませんが、この「と
ぴっくす」で毎回取り上げさせて頂いてい
る仮設住宅戸数と入居者数は、ある一面
にすぎませんが、一方では、今回の震災で
日常生活を奪われた方々の所帯数、人数
を間違いなく表しています。
平成24年４月時点が最も多く、仮設住
宅戸数は４万7,861戸あり、そこにお住いの
方々は12万3,630人いらっしゃいました。
お陰様で今年、２月末時点では、仮設
住宅戸数3,497戸、入居者数は7,190人と
大分少なくなりました。
数字的には、それだけ多くの皆さんが日
常生活を取り戻したと言える訳です。
できるだけ早く、残っている皆さんも仮
設住宅を出られるよう、環境整備をしてい
くのは勿論の事です。
しかしながら出られた方々が日常生活
を取り戻されたかというと、必ずしもそう
ではないところに、真の復興の難しさがあ
ると言えるでしょう。
例えば被災者の方々は、肉親縁者や親
しい方を亡くされたという心の傷をお持ち
の方が少なくありません。
改めて言うまでもありませんが、今回の
震災で犠牲になられた方はおおよそ１万
人、宮城県の人口は約230万人ですから、
230人にお一人が犠牲になられた事にな
ります。
まして沿岸部被災地に限れば、その割
合は各段に高まります。
更に、長く慣れない避難生活、非日常生
活を送らざるを得ない環境下では、身体
の健康やメンタル面の健康を保つのはた

やすいものではありません。
災害公営住宅に入居しても、違った環境
で生活してきた方々の新たなコミュニケー
ションを図ることは容易ではなく、まして心
の通うコミュニティづくりも大変です。
阪神淡路大震災のその後の経験でも、
災害公営住宅等の高齢者夫婦世帯、独居
世帯の増加に伴う様々な課題が浮き彫り
になっています。
保健・医療・福祉関連での新たな支援
と継続が求められています。
又、生業の面でも心配な点があります。
生活する基盤の課題が、これも様々な
形で投げかけられており、例えば復興庁の
一昨年10月から昨年９月までの調べで
は、被災地の基幹産業である水産・食品
加工業の売り上げの回復が進まず、産業
再生の足踏みが続いているとの報告があ
りました。
基幹産業であるだけに、その盛衰は地
域経済に与える影響は大きく、これも国を
始めとする行政が、売り上げ回復の環境
整備について、最大限の支援を引き続き
行っていかなければなりません。
さて、今まで上げた例は、まだ行政から
認知されているという点では、方向性が示
され、復興のプログラム、俎上に乗ってい
るものです。
しかしながら、今年１月に仙台弁護士会
災害復興支援特別委員会から出された在
宅被災者等戸別訪問型法律相談の結果
報告では、誰からも手を差し伸べられて
いない取り残された在宅被災者の方々の
存在が明らかになっています。
詳しくは述べるところではありませんが、
発展期と位置付けた残る３年間で、どのよ
うに救済策を国と具体に進めていくかの課
題が出てきている現実があります。
もっと明るい、前向きな話題を取り上げ
なければならないところですが、全体とし
てはおおむね頑張ってきた宮城県ですの
で、敢えて発展期の３年間を迎えるにあた
り、復興を遂げている仙台市の皆様に、宮

城県全体としては、まだまだ復興途上です
よとのメッセージの意味合いで、お話させ
て頂きました。
さて、前向きな話、創造的復興の具体例
としては2016年４月には東北医科薬科大
学医学部が設置されスタート、仙台空港
の民営化は運営会社である仙台国際空港
が2017年度、旅客数が最多の343万人、
初の黒字化と実績を上げつつあります。
沿岸部においても三陸沿岸道が気仙沼
中央インターまで延伸、沿岸部からの流通
の活性化につながることと期待されます。
又、学術研究面のみならず、多大な経済
波及効果が想定される「次世代型放射光
施設」が東北大青葉山新キャンパスに決
定する可能性が高くなるなど明るいニュー
スも多々ございます。
仙台市は当面、音楽ホールの建設や市
役所新庁舎建設など財政負担の大きな課
題を抱えておりますが、岩手県北上への
国際リニアコライダー誘致は放射光施設
の誘致以上に地元経済に与えるインパク
トは大きいだけに、岩手県、宮城県と連携
して、その実現に汗をかいて貰いたいもの
です。
一方、宮城県としては現在、市民生活に
正に密接な最も基盤的インフラである上
水、下水、工業用水、上工下水一体化民営
化事業を検討、推進を図っているところで
すので、私自身も議会人として間違いなき
よう関わり、皆様に情報をお届けして参り
たいと考えております。
結びに、市民生活に密着した県政を目
指し、今年度も「安全・安心なまちづくり」
に取り組んで参りますので、今後とも皆様
方の変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し
上げご挨拶とさせて頂きます。
敬具
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宮城県議会議員

かんま 進

～ お 陰 様 で 飛 び 回 って お りま す ～
≪東北の道しるべ（河北新報120年フォーラム）in福島≫参加

●喜多方市の大和川酒造店「昭和蔵」で開催。
ドキュメンタリー映画「おだやかな革命」の鑑賞とパネル討論を通し、エネルギー
源の分散立地、
循環型経済による地域再生のあり方、本来あるべき地方創世についての学びを得ることができました。
＜30.3.3＞

≪会派・長野県伊那市、長野市調査≫
＜30.3.26～27＞
●伊那市の㈱産直市場グリーンファームは設立が1994年、
60人の農家と生産者の会をつくりスタート。現在は年商約
12億円、生産者も2,300人と、全国1万７千の農産物直売所
ではトップクラスとなっている。ヤギのレンタルなども手が
けるユニークな経営。立地条件も悪い所での経営の秘訣を
現地調査。

●長野県議会にて二つの課にわたって、
資料に基づき説明を受
けての調査。
①
「観光地域づくりを担うリーダーの人材育成について」
等。
②
「おひさま進歩エネルギー」
の飯田市が代表的事例として
地域主導型自然エネルギー事業が全県に拡大している
「長
野県環境エネルギー戦略について」
等。
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～ 東北・宮城のインバウンド元年を目指して！ ～
≪各種インバウンドの調査・研修に取り組んでいます≫
●「SENDAIインバウンド大作戦フォー
ラム」
inメディアテーク＜29.8.21＞
日本のインバウンドの旗手とも言え
る一般社団法人日本インバウンド連
合会（JIF）理事長 中村好明氏は10年
来の尊敬する同士です。東北・宮城に
も目を向けてもらえるようになり心
強く思っています。
《参考》
国では2020年度、
訪日外国人旅行者数4,000万人、
旅行消費額8兆円を目標としています。
2003年の観光立国宣言時は521
万人、
2017年には2,869万人ですから急激な伸びと言えます。
統計の取り方を統一しなければなりませんが、
外国人延べ宿泊者数
（H28年）
ではゴールデンルート周辺に宿泊する外国人は全体の60％、
東北は僅かに全国の0.9％に過ぎない現実があります。

●
「インバウンドマーケットExpo2018」
in東京ビックサイト・会期2/21～23開催。
23日は県議会開会日につき、
21～22日の２日
間、
調査研究の為参加。
インバウンド・地方創生市場を目的としたブースを訪れ情報収集・意見交換。
更に各種セミナー、
特に日
本インバウンド連合会
（JIF）
ブース特別インバウンドセミナーにおいては、
中村理事長による基調講演
「観光立国革命と地方創
生」
等、
更なる学びを得、
記念レセプション交流会ではインバウンドのリーダーの皆さんとの人脈づくりが成果でありました。

≪災害住宅の整備完了 石巻・雄勝最後の１６戸が完成≫
記念式典の地元紙報道

＜29.12.17＞

＜震災７年＞ハワイ漂着「第２勝丸」保存施設完成。
「住民や帰還に関わった人の
地元紙報道
＜30.3.11＞
思い守りたい」

＜対岸からの伊勢畑地区
（旧市街地）
、
高台に建つ災害公営住宅＞
●２年前の３月11日、
５年ぶりに大震災で漂流し、米ハワイ州オアフ島に漂着し
た和船「第２勝丸」が帰還しました。運搬する実習船「宮城丸」との調整をお手伝
いした関係上、保存所が完成という事で、現地調査。復興状況についても視察及
び聴き取り調査。
＜30.3.25＞
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《宮城県全域で深刻化する鳥獣被害対策、国・県・市連携》
～新年度、宮城県は鳥獣対策費を1.5倍、
４億円を計上～
ソフト対策

ハード対策
○侵入防止柵等の被害防止施設
○処理加工施設、焼却施設、捕獲技術
高度化施設（射撃場）
【事業実施主体】
地域協議会、地域協議会の構成員
【交 付
率】
都道府県へは定額（事業実施主体へは
事業費の１／２以内等）

侵 入 防 止 柵 捕獲技術高度化施設

○鳥獣被害対策実施隊、民間団体等によ
る地域ぐるみの被害防止活動
捕獲機材の導入
○捕獲を含めたサルの複合対策、他地域
の人材を活用した捕獲、ＩＣＴ等を用いた新技術実証
○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、人
材育成活動等の取組
○捕獲活動経費の直接支援
○鳥獣被害対策の地域リーダーや対策の中核となるコー
ディネーター育成等のための研修 等（※定額支援）
【事業実施主体】
地域協議会、民間団体 等
【交 付 率】
都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

～後援会の皆さんと楽しい交流も～
津軽三味線「華凛」を招
いての「かんま進と仲間
たちのビアパーティー」､
多くの皆様と楽しく交流
する事ができました。
＜29.8.24＞

茂庭荘での開催が恒例
となった「いも煮
会」。仙台風と山形風
を食べ比べ、楽しく会
話も弾みました。
＜29.11.5＞

後 援 会 等・今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル
GOGO会ゴルフコンペ＜後援＞
30年6月8日金

グレート仙台カントリー倶楽部

会費3千円

かんま進と仲間たちのビアパーティー

30年8月24日金 18時30分～ 会費4千円
仙台国際センター２Fレセプションホール
「桜」

いも煮会

ーティーですが、諸般の事情で
昨年同様、８月に開催する事
になりました。多くの皆様の
ご参加、お待ちしております。

30年11月４日日 12時～ 茂庭荘予定

新年会

31年2月2日土

７月に予定していたビアパ

18時～ 森のパルク 会費4千5百円

事務局だより

今年も何かと宜しくお願い申

千田 勝見 後援会幹事長

し上げます。

大リーグでの大谷翔平選手の活躍、羽生結弦選手のオリンピック２連覇など東北出身の
若手が世界に羽ばたいています。それぞれに頑張っていきたいですネ。今年度も宜しくお願
佐 藤 明 子
い申し上げます。

かんま進後援会連合会
TEL 022－277－1284
FAX 022－279－4654
E-mail:kanma@kanma.jp
〒989-3203 仙台市青葉区中山吉成1－16－1

ホーム ページ 更 新 中！
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