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か ん ま 進 後 援 会 連 合 会

3．11 〜あの日から六年、
思いを馳せる年に！〜
拝啓 春和の候、皆様方には益々ご健
勝のこととお喜び申し上げます。
今年は仙台・宮城の今、その基礎を築い
た藩祖伊達政宗公生誕450年の記念すべ
き年に当たります。
ご案内の通り伊達政宗は様々な偉業を
残していますが、世界史的にも評価されて
いる慶長遣欧使節は特筆すべきものです。
なぜに政宗は、当時スペイン領だったメ
キシコとの直接貿易を求めて、スペイン国
王及びローマ教皇のもとに使節を派遣した
のか様々な説がありますが、東日本大震災
が起きた以降、現宮城県慶長遣欧使節船
ミュージアム濱田館長の説が有力と言われ
るようになっています。
慶長遣欧使節が出航する二年前に慶長
三陸地震が発生し、その大津波によって
1700人余りとも5000人と言われる多くの犠
牲者が出、藩の領地も大きな被害を受けま
した。
大地震の被害にあえぐ領国を再生すると
いう強い思いが政宗を駆り立て、海を越え
てはるか遠い国に常長を向かわせたのでは
ないか。交易で得られる利益を災害からの
復興に考えたとの説です。
私たちが住まいする仙台市は昨年度末、
5年で復興を遂げ、市中心部市街地は何事
もなかったような日常が戻っており、沿岸部
被災地の忘却が残念ながら進んでいます。
昨年末、しばらくぶりで南三陸町の復興
状況の調査に伺い、志津川市街地の土盛
り造成によるまちの変貌ぶりを、そして被災
者の方々の現状を視て参りました。
毎月11日、前月末時点での宮城県の「復
興の進捗状況」についての調べが報告さ
れ、数値的には把握しているつもりですが、
実感としての捉えはやはり現地・現場です。
皆様方には、復興状況について分かりや
すい目安として、仮設住宅戸数や入居者数
等の数字をお伝えし、私自身、12月の街頭
演説の際も、11月末時点で仮設住宅戸数
が１万1388戸、入居者数は2万5142人と、進
捗はしているものの、まだまだ非日常を
送っている方々がこれだけいらっしゃると
訴えておりました。

避難所生活時から行き来させて貰って
いる中瀬町行政区長さんに久々の電話を
入れ、
「どこに伺ったらいいですか。」との
私の問いに、区長さんの応えは「仮設住宅
集会所で。」でした。
てっきり災害公営住宅にお移りになって
いるとの思い込み、私自身の内なる風化を
嫌という程感じ、恥じ入り、正に反省であ
りました。
さて、10ヶ月ぶりの再会で仮設住宅入
居者の方々の様子、課題をお聞かせいた
だきましたが、ご自分の話もされ、
「生業
である農業の方も畑地が整地され見通し
も立ってきて、息子たち家族とも力を合わ
せ頑張れそう。お陰様で町営の災害公営
住宅の隣接地に、町営の賃貸用地も何区
画かあり、借りることができるようになり、
4月頃から自宅を建てようと思っている。
一斉に皆さん建て始めるので、大工さん
の手配が難しいが、うまくいけば10月ごろ
には家が建つのではないだろうか。」本
当に良かったなと思わさせていただきま
した。
震災時から行政区のリーダーとして、地
域住民の避難所生活から仮設住宅住ま
い、様々な苦労があったと思われます。
ご自身、被災時59才、復興までは10年、
69才になってしまい、どのように今後の人
生設計を立てればいいのか迷うとも、一
時おっしゃっていました。
順調にいけば10月には新築の自宅に入
居、震災の日から6年7ヶ月で日常生活に
戻れる事になります。息子さん家族と一緒
に、自分ももうひと踏ん張りできるとの確
信は、区長さんの顔を生き生きとさせてい
ました。
さて、震災後、仮設住宅戸数が最大で
あった24年4月時点では戸数が 万7861
戸、入居者数は12万3630人であった訳で
すが、今年2月末時点では戸数は9523戸、
入居者数が2万970人となっています。
今まで仮設住宅を退 居された多くの
方々、そしてこれから退居される方々一人
ひとりに、様々な困難があり、それぞれに
ドラマがあるのだと改めて思わされます。

宮城県は復興計画10年、前半の3年間
は復旧期、真ん中の4年間は再生期、残る
3年間が発展期と位置付けており、今年度
は再生期の仕上げの4年目、次の発展期に
結びつけなければなりません。
奇しくも昨年の4月に宮城県が取りまと
め役となって仙台市、多賀城市、塩釜市、松
島町のエリアが「政宗が育んだ 伊達 な
文化」として日本遺産に認定されました。
今年は日本遺産の認定も生かし、宮城
県としても〜政宗公が残した恵に思いを
はせて〜伊達政宗公生誕450年記念プロ
モーションを行って参ります。
又、7月末から8月にかけて全国高校文
化祭が宮城で行われ、全国や海外から約
2万人の高校生が集います。スポーツにお
いても同時期、南東北総体が宮城、福島、
山形、3県で開催、選手、監督等で約3万
4500人が参加予定です。
更に、9月7日〜11日迄の5日間、5年に１度
の和牛日本一決定戦、第11回全国和牛能
力共進会が「夢メッセみやぎ」を主会場に
開催、関係者・来賓者等で約3500名、予想
来場者で39万人が予想されるなど、全国規
模のイベントが行われる事になっており、
地域経済活性化及び県民意識の高揚等に
大いに寄与するものと思われます。
まだまだ沿岸部被災地は復興途上であ
り、土木工事は今真っ盛りと言ってもいい
ほどの様相です。皆様方には是非、仮設か
らこの3月、志津川市街地に正式オープン
した「南三陸さんさん商店街」を訪れるな
どして沿岸部被災地の復興状況をご覧に
なっていただきたいと存じます。
藩祖伊達政宗公の復興にかけた思い
を、私たち県民一人ひとりが共有できる生
誕450年の年になるよう、私も県議会の一
員として頑張って参りますので、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。
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宮城県議会議員

かんま 進

〜諸 行 事 へ の 参 加〜
≪伊達政宗公生誕450年記念プロモーションキックオフセレモニー
及び政宗が育んだ 伊達 な文化日本遺産認定記念シンポジウム≫

●伊達家18代ご当主、伊達泰宗様をご来賓にお迎えし、仙台国際センターにおいて開催。シンポジウムも大変有意義なもので
ありました。
＜29.3.20＞

≪東日本大震災仙台市追悼式
及び宮城県庁講堂献花台≫
●仙台市の追悼式は若林区文化センターにおいて開催。仙台
フィル四重奏による献奏に始まり、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となりました。南材木
町小学校合唱隊の歌声に慰められました。県庁においても県
内各地犠牲者之霊に献花させて頂きました。＜29.3.11＞

≪仙台市青葉消防団特別点検≫
≪リオオリンピックバドミントン
女子ダブルス金メダル、高橋・松友選手
県民栄誉賞議長表彰県庁１Fロビー
及び母校聖ウルスラ学院祝勝会≫
●聖ウルスラ学院体育館での祝勝会は小学生バドミントン
連盟会長としてご案内頂き有り難い事でした。
＜28.10.5＞
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●「備えあれば憂いなし」県民・市民の安全・安心を行政消
防と両輪で守ってくれている消防団活動には感謝です。
宮城消防団特別点検は翌週9.11でした。＜28.9.4＞
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≪常任委員会、調査特別委員会、会派などでの県内外調査≫
〜日頃の地域での活動以外に、議員として調査活動は、議会で
の質問・政策提言において重要な勉強・気づきの機会です。
議会での質問については、まとめて県政報告でお知らせして
おりますので、今回はとり上げておりません。〜
●熊本地震現地調査＜28.8.9〜11＞
早田熊本県議同行案内のもと大西熊本
市長と面談。
熊本市の復旧・復興状況と
課題について概要を聴き取り。
熊本城
跡公園、
益城町被災現地視察、
避難所運
営についても代表者と面談、
聴き取り。
熊本県総務部長とも面談、
復興計画
（素
案）
に基づき説明を頂く。

●三重県、
大阪市等会派県外調査＜28.11.8〜10＞
津市では市長と面談。市民目線での市政だより
「広報つ！」等説明を頂く。三重県庁においては「伊勢志摩サミットのレガシーを生か
した観光政策について」調査。四日市市に移動し第8回全国自治体議会改革推進シンポジウム参加。大阪市では大阪市中央区連合
会の
「街の資産価値を高めてのインバウンド誘致策について」
等調査。
今や大阪インバウンドのメッカ
「黒門市場」
もご案内頂く。

●宮崎県・佐賀県・福岡県、
会派県外調査＜29.3.22〜24＞
日南市では飫肥城下のまちなみ再生について、
民間人、
民間のファイナンスをつかった先進事例調査。
唐津市においては佐賀
県の支援による唐津市、
観光協会、
まちづくり会社などによるDMOの立ち上げについて、
及び九州オルレ唐津コースを歩き
ながら、
オルレについて調査。
（唐桑町地区でも導入予定なので）
福岡県太宰府市では
「市民遺産、
市民遺産会議」
について調査。
●気仙沼大島大橋本体工事架設見学会及び気仙沼観
光推進機構等調査＜29.3.25〜26＞
26日に本来はアーチ橋の中心部を架ける予定が、
工
事の遅れで29日に。
船に乗って準備中のアーチ部分
とクレーン船、
大島と本土部分の架設状況見学。
前日
に入って地域型DMOを目指す
「気仙沼観光推進機構」
の現状について調査、
26日午前は陸前高田の交流人
口拡大の役割を担う
「マルゴト陸前高田」
訪問調査。
＊そのほか ○いじめ・不登校等調査特別委員会県内調査＜28.5.10＞ ○会派県外調査＜28.5.11〜13＞
○総務企画委員会県外調査＜28.5.17〜19＞

○いじめ・不登校等調査特別委員会県外調査＜28.5.24〜26＞

○総務企画委員会県内外調査＜28.8.2〜3＞

○議会運営委員会県外調査＜28.8.4〜5＞等。
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《仙台市西部地域で深刻な鳥獣被害対策についても国・県・市連携》
〜農水省の交付金を活用して被害防止に取組んでいるいるところです〜

ハード対策
○侵入防止柵等の被害防止施設
侵入防止柵
○鳥獣の食肉（ジビエ）等への処理加工施設、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）

処理加工施設

捕獲技術高度化施設

ソフト対策

○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
○ジビエの流通量の確保や需要拡大のための
普及啓発活動、関係者間の情報共有等の取組
【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〜

捕獲機材の導入 実施隊への研修

28.7.22 コーラスグループJOYCEを
招いての「かんま進と仲間たちのビアパー
ティー」
いつにも増して賑やかに楽しく交流。
話
が見えないとのご提言もいただきましたが。

ジビエ活用
の推進

後 援 会 等・今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル
GOGO会ゴルフコンペ＜後援＞
29年6月2日

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
29年8月24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

29年11月上旬 12時〜 茂庭荘予定

新年会

30年2月3日

18時〜 森のパルク 会費4千5百円

事務局だより

今年は7月に仙台市長選（9日
告示、23日投票日）があり、ビア
パーティーを8月開催と致しまし
た。11月には県知事選も予定され
ており、いも煮会開催日について
も不確定で申し訳ありません。今
年も何かと宜しくお願い申し上げ 千田 勝見 後援会幹事長
ます。

夜明けが早くなり、夕暮れも遅くなって気持が何とはなしに明るくなる季節となりました。
議員も相変わらず忙しく活動していますので連絡調整役として頑張ります。
佐 藤 明 子

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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