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か ん ま 進 後 援 会 連 合 会

3．
11 〜あの日から五年、
復興そして創成へ！〜
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。
今年もあっという間に一年の4分の1が経ってしまいました。
本当に月日が経つのは早いものですね。
あの東日本大震災から、
この3月11日でまる5年、
ついこの前のような気が致しますし、
何か大分昔のような気も致します。
ただ当たり前
のことですが、
5年という歳月が経ったという紛れもない事実があるという事です。
毎年、
住まいする地域の小学校の卒業式にご案内をいただき、
今年も参列しましたが、
今年の卒業生は震災時の一年生でした。
小学校
の一年生と六年生では、
幼少期から青年前期の少年・少女と大きく成長、
変わる時期ですし、
それだけ5年という年月は重いものだと、
卒業
生を見送りながら改めて感じさせられました。
さて、
以前からお話しておりますが、
宮城県復興計画は10年、
そして仙台市は5年です。
仙台市も大津波被害を受け、
内陸部でも地崩れ
による宅地・住宅被害が多発しましたが、
被害地域をサポートする元気なエリア・市民が大きく存在し、
仙台市という行政の力も東北唯一
の百万都市の底力を持っていたという事になろうかと思います。
他方、
ご案内の通り、
北は気仙沼市から南は山元町までの沿岸部被災地
は、
町全体が大津波にさらわれてしまったと言って過言でない状況でありました。
基礎自治体としての財政規模も職員数も政令市とは比べ
るまでもなく、
元気なエリアもごく少なかった訳です。
フルマラソンに例えれば、
ようやく宮城県は復興計画10年の折り返し地点を通過、
今ま
で来た道のりを5年かけてゴールを目指し、
走り始めたところと言えるでしょう。
ほぼ予定通り5年で復興を遂げることができた仙台市には、
新たな形で宮城県の復興に対し、
その力を発揮、
お手伝いをいただけるよう、
宮城県として、
ご協力のお願いをしていくことになろうかと思
います。
さて、
宮城県の人口233万人のうち108万人が仙台市で、
県全体の46％を占めています。
そして県内総生産についても、
そのうち57％
を仙台市がやはり占めています。
宮城県は7圏域で構成されていますが、
仙台都市圏は人口151万人で県全体の65％、
総生産の占める割合は74％と、
良し悪しは別
に、
この圏域に人も経済活動も集中している現実が見て取れます。
このような宮城県の有りようを見た時に、
過疎化が進む内陸部圏域の
課題解決や、
大津波で壊滅的な被害を受け、
より人口流出が進んでいる沿岸部被災地各圏域の復興は、
仙台都市圏との連携無くしては
成り立たないのではないかと私は思っています。
そういった点で、
仙台都市圏域選出の県議会議員の果たすべき役割と責任は重いと思い
ますし、
自身に言い聞かせてもおります。
ところで、
先の2月定例会知事説明要旨で、
25年度、
実質県内総生産が9兆4千6百億円余と最大を記録し、
目標としていた10兆円に又
一歩近づいたとの記述がありました。
しかしながら、
集中復興期間を終え、
本当に
「再生期」
4年間の3年目に当たり「復旧」
、
にとどまらない
抜本的な
「再構築」
の具体化が進んでいるのか、
又
「創造的復興」
が見えているのかというと、
残念ながらそうは行っていないのが現状と思
われます。
国の震災復興予算は震災からの5年間で25兆5千億円、
今年度からの5年間では6兆5千億円で4分の1に大幅減、
道路整備
など被災地のインフラ復旧は峠を越え、
予算の重点は観光業や水産業の支援に移ります。
今まで、
とてつもない震災予算で、
土木事業を主
に空前の公共事業が総生産を底上げしてきたのが実状で、
その予算が4分の1になり配分先も変わって行く中で、
25年度の県内総生産
を維持できるのか甚だ疑問です。
来年度中の三陸自動車道桃生豊里Ｉ
Ｃ以南全区間4車線化は物流の点でプラス効果はあるでしょうし、
今年7月の仙台空港民営化は
利用者数増、
回復しきれていない国内観光客と全国の中で取り残されているインバウンドの誘客の増を図るチャンスでもあります。
有り難いことに、
国の施策で東北のインバウンドを2020年までに現在の3倍、
150万人と目標を立て、
様々な施策を打ってくれるようで
す。
しかしながら、
水産業については水産特区の利用は桃浦漁港だけで、
被災した漁港の大半で岸壁などのインフラ復旧は終えましたが、
基幹産業に育てる道筋が見えていません。
この点についても国の予算配分がなされるようですが、
元に戻すだけでは
「創造的復興」
や県
内総生産の底上げに寄与できるものではありません。
一方では、
現在も3月末現在で、
仮設住宅戸数１万9071戸に４万2030人の方々が
住んでいらっしゃる現実、
そして福島第一原発事故による宮城県内の指定廃棄物最終処分場などに係る諸課題等が山積しています。
苦い事ばかり述べてしまいましたが、
逃げる事なく震災5年の現実をしっかり見据え、
ふるさと宮城、
復興のため、
更なる仙台の発展のた
めに今年度も全力投球して参る所存です。
末尾になりましたが、
県議会での議長の政務調査費の使途について、
マスコミ報道等でご迷惑をお掛けしておりますが、
我々議員はより
襟をただしていかなければならないと痛感している所です。
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いただきます。
敬具
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宮城県議会議員

かんま 進

〜 東 日 本 大 震 災 から5 年 〜
東日本大震災の津波で流され、米ハワイ州オアフ島
に漂着した石巻市雄勝の和船「第2勝丸」
（ 0.5ﾄﾝ）
が、震災から5年の11日、帰還を果たしました。
2016年1月14日

河北新報

●船の持ち主だった故人Iさんの次女Ｓさんが、父
親と親しかった3人の方々に思いを語ったのが
始まりでした。
「漁協から、父名義の船が２日前
にハワイで見つかったという連絡がありまし
た。天国の父が、津波で行方不明の母を捜しに
行ったんだと思います。

震災を忘れるなというメッセージとも思ってい
ます。」同席者から「雄勝には震災遺構がない。
何とか船を戻す手だてを考え、震災を風化させ
ないよう教訓を後世に伝えるために展示して
はどうだろう」。後に「第２勝丸保存会」を結成
するメンバーたちです。2015年4月24日がス
タートです。
何とか船を取り寄せることはできないか？「宮
城丸に積んできてもらうのが一番いい。石巻の
高校生がハワイに漂着した古里の船を積んで
帰って来る。いい話じゃありませんか」。保存会
メンバーＹさんの妹さんが仙台在住で、私が妹

さんご夫妻と親しくさせて頂いているご縁で、
震
災発生後の私なりの支援を継続致しておりまし
た。石巻の地域では利害の無い私に話をしやす
かったのだと思います。宮城丸の実習スケジュー
ルのタイミングもあり、時間的余裕もなく、宮城
丸を担当する県教委高校教育班との話し合いの
場づくりをセッティング、同席サポートさせて頂
いたのが6月4日でありました。
様々な困難な課題を乗り越え、国内外の多くの
方々にご協力をいただき帰還が実現できました
が、当初の夢が叶うよう、皆さんと共にサポート
できればと思っています。
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＜東日本大震災仙台市追悼式に今年も参加＞
●震災発生から5年目を迎える仙台市の追悼式が今年は宮城野体育館
で開催されました。
仙台フィルハーモニー管弦楽団の献奏に始まり、政府主催追悼式の同
時放映と黙祷。引き続いての仙台市の式典では市長の式辞、市議会議
長による追悼の辞があり、その後、主に仮設や災害公営住宅に住まい
する方で構成する「みやぎの〜花は咲く〜合唱団」の合唱、献花。思わ
ず目頭が熱くなりました。

＜県議会も共催！＞
●宮城県は、東日本大震災の県内被災地の様子や、支援への感謝を全国
に発信するポスターを、2013年9月から約半年ごとに作成、配布して
います。この4月には第6弾を作成しましたが、下記のポスターは第５
弾目の一つ。名取市の「閖上さいかい市場」事業の「再開」と支援頂い
た方々との「再会」という意味が込められています。

行いました。
（2/16〜3/11）
一つは上記写真掲載の「東日本大震災アーカイ
ブ」〜あの時を忘れないために〜

東北大と共

︿ありがとうポスター﹀

●５年という節目に県議会としても二つの行事を

催でパネル展示と「3次元でみる震災の記憶」で
す。
もう一つは県議会の避難訓練でした。
（3/14）

・・・

あの日のみぞれ混じりの雪降る寒い野外議会開
催が思い出されました。
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《創造的復興に向け、インバウンド受入体制整備調査も実施》
28.3.21〜23

岡山県、
鳥取県政務調査。

地方の商店街も免税OK
岡山天満屋デパートに全国初一括カウ
ンターができたのが昨年の5月28日で
した。天満屋及び表町商店街に設置の経
緯と現状について調査、
伺わせていただ
きました。

鳥取県議会にて「山陰版DMO広域観光
推進事業について」観光交流局観光戦略
課より事業説明をいただきました。
＊DMOとは観光地域づくりの司令塔
役を担い、観光振興の推進主体となる
ことが期待される組織です。

米子市役所、
境港管理組合、
境港市役所など訪問
調査。
「圏域のDMOの立ち上げについて」
等、
説
明をいただき現地視察も。
大型クルーズ船対応
国際ターミナル整備事業、境港の北東アジア
ゲートウェイ構想は圧巻。
上記写真は動く大型ホ
テル
「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」
定員4,180人。

地域課題の鳥獣 〜後援会の皆さんと楽しい交流も〜
被害防止対策も

＜ソフト対策＞ 猟友会捕獲隊と情報交換・連携
施設補助
＜ハード対策＞ 侵入防止柵等の被害防止、

27.7.16 一昨年から初夏の頃、7月に
開催時期を変えました「かんま進と仲間た
ちのビアパーティー」。昨年も多くの皆様に
ご参加いただき楽しく交流する事ができま
した。
ありがとうございました。

＊国は15年5月施行の改正鳥獣保護法に基づ
き、ニホンジカとイノシシ2種を集中的に捕
獲を進める指定管理鳥獣に定めた。

後 援 会 等・今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル
GOGO会ゴルフコンペ＜後援＞
28年6月2日

昨年は後援会活動に対しまし

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
28年7月22日

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

28年11月6日

12時〜 茂庭荘予定

厚く御礼申し上げます。
今年はより楽しくをモットー
に活動して参りますので、どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

新年会

29年2月上旬

て、格段のご協力を賜わり心より

千田 勝見 後援会幹事長

開催日時場所未定

事務局だより

東日本大震災から5年目を迎える節目の後援会会報でしたので、3.11特集的なものとな
りました。議会活動についての県政報告は別途、6月定例会前までには新聞折込みでお届け
佐 藤 明 子
する予定です。

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！

FBとツイッターを組み合わせ画面も出て来ます。
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