
変な時代を迎えています。刻々と変わる世界のコロナ感染者数と死亡者数、日本も４月に緊急事態宣言が
発せられ、一旦は収束に向かうかと思いましたが、７月に入ってからは急激に感染が拡大しています。
コロナ危機の対応はグローバルに評価され、特にメルケル独首相の国民に対するメッセージは心を揺さぶ
るものです。

「普段あまり感謝されることのない人たちにお礼を言わせて下さい。このような状況下で日々スーパーのレジに立っ
ている方、商品棚を補充している方は、非常に困難な仕事を担っています。…ありがとうございます」この演説では
医療関係者への感謝の言葉も述べられています。また、「…事態は深刻です。皆さんも深刻に捉えて頂きたい。ドイ
ツ統一、いや第二次世界大戦以来、我が国における社会全体の結束した行動が、ここまで試された試練はありません
でした。私からは感染拡大の現状についてご説明すると共に、政府や国・地方自治体の機関が、共同体の全ての人を
守り、経済・社会・文化の損失を抑え込むためにどのような取り組みを進めているかをお話しします。更にそうした
取り組みにおいて、なぜ皆さんが必要なのか、一人ひとりに何ができるのかについてもお伝えしたいと思います。」
コロナ禍の中で私たち日本人も試されているのだと思います。
思想家 内田樹氏の著書で日本の現状「ポピュリズム」を分かりやすく表現した言葉「今
さえよければ、自分さえよければ、それでいい」では、収束は目に見えてこないので
はないかと思います。
１９８８年、世界のGDPに占める日本の比重は１６％でしたが、２０１８年には６％
に下落している現実に目を背け、世界の中での日本が見えなくなっている現状。コロ
ナ危機の対応はいやが応でも私たちを世界に目を向けさせます。大変な時代だからこ
そ私たち一人ひとりが気概を持って、逃げることなく向き合う事が求められているの
だと思います。
私も県議会議員のできるところ最大限、頑張って参ります。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。

宮城県議会議員　かんま  進

大
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答弁　 今の時点で宿泊税にまた取り組みたいという思いはございま
せん。今やらなければならないことは、この落ち込んだ状況
を立て直して宿泊事業者に元気になっていただき、又、観光
客が戻ってくるようにすることが最優先だと思ってございま
すので、優先順位としてはずっと下のほうに置いているとい
うことであります。（知事）

質問　 観光予算の財源の捻出のあり方ですが、私は観光復興交付金
がいずれなくなるから財源確保について強く求めてきた立場
です。しかしながら、今回一般財源の確保はそれなりに頑張っ
ているものの令和 3年度観光予算の組み方は、宿泊税あり
きの逆算にしか見えません。基本的に撤回した訳ですが、約
３２億円が身の丈に合った予算なのか、質疑の冒頭で申し上
げたソフトランディングをどう意識し精査したものなのかお
尋ねします。

答弁　 これまで実施し成果のあった施策に加えまして、デジタル技
術を活用した分析などその時代に即した観光施策を展開する
ために、約 32億円の事業規模が必要になると判断したもの
です。（経済商工観光部長）

質問　 平成 31 年度で 24億円、その 2年後で 32億円というのはえ
らい伸長率だと思います。多くの観光関係者からもご意見を
頂戴していますが、やはり最大限身を削って財源を捻出する
努力が必要、知恵を絞って財源を捻出することが必要であり、
ワンフレーズのように社会保障費の増大が見込まれ捻出する
財源がないという答弁では見えてきません。既得権益になっ
た施策はありませんか。バブルを思い起こさせる潤沢な復興
交付金が貰えていた施策を本当に精査したのか。二重行政的
なものはありませんか。一般社団法人東北観光推進機構や各
DMOとすみ分けはできていますか。入るを量りて出ずるを
制す、このような県民の声に対しどんな答えをいたしますか。
お尋ねします。

答弁　 今後、復興後を見据えた県政の方向性を見定めてこれまでの
取り組みをしっかり整理し、様々な形で円滑な移行に道筋を
つけていくことが大変重要だと考えてございます。委員から
ご指摘がありましたように、既得権益、水膨れした部分、役
割分担、二重行政、入りを量りという部分をしっかり心しな
がら、復興後の県政の姿を見据えて、事務事業見直しもしっ
かりゼロベースでやっていくということが必要かなと考えて
ございます。そういったことをしながら県民の声に応える予
算編成に努めて参りたいと思います。（総務部長）
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＜R2.7.21予算特別委員会＞

　質問　以前にも県立高校エアコン設置について質問していますが、
当時の教育長は国の補助制度がなく、整備には多額の予算が
必要となるので設置は困難との答弁でした。知事の教育委員
会への財源措置の考え方についてお尋ねします。

　答弁　可能な限り教育現場に支障がないように措置を講じていると
ころですが、県立高校のエアコン設置については多額の予算
が必要となり、国の支援がない中、一律に整備することは困
難であるということでありました。

 今回県民の皆様の声を重く受け止め財源を検討したところ、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金を活用できる
見込みが立ったことから、段階的な整備を行うということに
踏み出した訳です。（知事）

　質問　 今回の補正予算で整備対象となる学校の選定については既に
答弁があり、工事の進め方については来夏に間に合うよう努
力していただきたいと思うが、残る学校の予算措置はどうす
るのか。

　答弁　基金がかなり減ってきているので、やはりこれは起債をうつ
しかないだろうと考えています。（知事）

　質問　市町村が主体的に行う取組が主と聞いていますが、例えば貸
切バス事業者はかなり厳しい経営環境にあります。その中で
コロナ禍で修学旅行の東北シフトの動きがあるようで、受け
皿として必要で無くては困る訳です。県全体の観点を入れた
連携的なものが必要と思われますがいかがでしょうか。

　答弁　県では市町村との検討会議やアンケート調査にもとづき市町
村の判断により、幅広く事業所支援に活用できる制度と致し
たいところです。県といたしましてはご指摘のありました貸
切バス事業者を含め地域のニーズに応じた事業者支援に有効
に活用していただきたいと考えているところです。（経済商
工観光部長）　

＜R2.6.30予算特別委員会＞

　質問　感染軽症者療養施設を受け入れた作並温泉への「特別枠」も
設けるとの答弁があったが、どの程度の枠なのか。又、「特
別枠」以外の経済活性化支援を考えているのか。作並につい
ては一定程度の期間、積極的な支援が求められると思うが所
見をお聞かせください。

　答弁　県内の宿泊割引キャンペーンの内、3,600 人分を作並枠とし
て別枠で確保しました。宿泊事業者が独自で実施する割引
キャンペーンや感染症対策にも補助する予定です。又、一般
社団法人日本旅行業協会との借り上げ契約において、作並に
対する積極的な誘致も盛り込んでおります。今後、来年開催
される東北デスティネーションキャンペーンに向けて仙台市
と連携し、効果的に情報発信し継続的に支援して参ります。
（経済商工観光部長）

　　＊21年 4月から宿泊税導入の条例案提出から一部改正案追加提
　　出への動き、そして当初提案した条例案取り下げの第371回
　　定例会（R2年度当初予算議会）でありました。

＜R2.3.5 予算特別委員会＞

質問　 しぼむ補助金、被災地正念場。被災地特例の補助金や復興交
付金は 2020 年度末で終了する。膨れ上がった財政をいかに
ソフトランディングさせるのかお尋ねします。

答弁　 今後は全体の状況や一般財源の見通しをよく見定めながら、
人員・予算の両面で、残された復興事業は勿論、各分野にお
ける山積した県政課題対応に軸足をシフトし、国庫支出金や
有利な起債制度などを活用し適切な予算規模にしていかなけ
ればならないと考えております。

質問　 日本経済は残念ながら消費増税による消費マインドの冷え込
みや設備投資の抑制などで、既に危険水域にあると指摘され
ています。知事説明要旨では新年度の実質経済成長率を1.4％
程度増と見込んでいますが、今もその認識は変わらないのか
お尋ねします。

答弁　　これは 1月 20 日に閣議決定された国の経済見通しに基づい
たもので、その後、2月 20 日に昨年の 10 月～ 12 月の実質
GDPの成長率が年率換算で 6.3％減と示されました。又、こ
のコロナウイルス感染症の問題もございますので、このよう
な形にはならないだろうと思います。（知事）

質問　 本当に、新型コロナウイルス感染というのは大変大きな問題
でありまして、このまま感染拡大に歯止めがかからなければ
景気後退入りも現実味を帯びてくると思われます。終息まで
の期間は間違いなく実体経済に与える影響は大きいと思いま
す。知事の所見をお聞かせ下さい。

答弁　 先ごろの政府の月例報告では、新型コロナウイルス感染症の
影響は最大の懸念であるという認識を示すとともに、インバ
ウンドの減少や中国向けを初めとする輸出の減少、サプライ
チェーンを通じた影響など幅広い経済活動分野で様々な影響
が生じることが懸念されております。又、その後政府から要
請されましたイベントの自粛や学校の全国一斉休校による影
響などが、経済を下押しするおそれもあると考えております。
国においては新型コロナウイルス感染症に関して第二弾の
緊急対策を講じるとともに昨年 12月に打ち出しました総額
２６兆円の総合経済対策を迅速かつ確実に実行することとし
ておりますが、県としても生産や個人消費・観光業など県内
経済に与える影響を十分に注視し、国と連動しながら対策を
適切に実施していく必要があるだろうというふうに考えてお
ります。（知事）

質問　 今回宿泊税を取り下げられましたけれど、宿泊業者もかなり
現実に損害が出ておりますし、引きずっていくのではないか
と思っておりますが、知事、いかがお考えでしょうか。

答弁　 今回はこの影響がどこまで続くかわからないということでご
ざいますので、非常に深刻であるというふうに受けとめてお
ります。（知事）

質問　 そういった意味では今回の撤回の英断は大変評価させて頂き
たいと思いますが、今朝の新聞記事に、ホテル旅館生活衛生
同業組合松島支部が宿泊税撤回を松島町に要望したとありま
す。支部長の話では「知事は完全撤回かどうか言葉を濁した」
と指摘しています。今の状態で白紙だと言っている知事答弁
だったかと思いますが、この事についてどうお答えになりま
すか。

コロナ禍で刻々と変わる諸課題について　ポスト復興へクリアすべき諸課題について
 市民・県民の目線で
県立高校エアコン設置の予算を臨時会に
提案しているが、その経緯は？
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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。第 58 回目は声
楽とピアノ演奏。（R1.11.25）R2 年度第 60 回目
から当面コロナ感染症対策で中止になったのが
残念です。

▼

東京 2020 オリンピック聖火リレー聖
火到着式。大変な強風の中、聖火を
載せた専用機が無事、航空自衛隊松
島基地に到着、歓声が沸きましたが。
（R2.3.20）

▼

｢みやぎ鎮魂の日｣ 大震災からまる 9年経っ
たこの日も県庁 2階講堂での献花には県民の
多くが訪れました。（R2.3.11）
＊県庁 1階玄関前

▲

予算特別委員会５F大会議室にも 7月の
臨時会からアクリル板設置。予特委員長
席と執行部答弁席、そして議員質問席。
（R2.7.21 ～）

▲
本会議場のアクリル板設
置は 6 月定例会から、議
長席と執行部答弁及び議
員質問登壇席、そして議
員再質問席。（R2.6.15 ～）

▲

予算特別委員会総括質疑
（R2.6.30）この定例会までは
予特委員会大会議室はアクリ
ル板無しのマスクでの質問と
答弁でした。

▼

３密を避けるため、6月定例会から本会議と
予算特別委員会においては、定足数を欠かな
いよう各会派で調整し交代で離席、ソーシャ
ルディスタンスを保つことに。離席した議
員は会派控室で庁内テレビ放送又はインター
ネット中継を視聴する。（R2.6.15 ～）

▼



答弁　 今回の観点は、県有施設の再編を部局横断で考えましょうと
いう考えでスタートした訳で、その点については一理あるな
という部分で、検討の俎上にのったと理解しています。（生涯
学習課長）

質問　 最終決定は、財政の手当で等々で知事部局の決定に従うとい
う事になるだろうと思いますが、教育委員会の独立性という
ところについてはどんなものですかお尋ねします。

答弁　 美術館等について管理しており、それについてどのようにやっ
ていくかという事について、教育委員会で検討していく必要
があると思います。一方で、全体として施設をどうしていく
のかという議論が今回行われていると承知しています。それ
に対しては美術館を所管する教育委員会として、いろんな御
意見を聞きながら言うべき事を言っていく立場だと思ってい
ます。（教育長）

質問　 私は教育委員会としての独立性みたいな部分があるのだろう
と思っています。今まで積み上げてきた事について、知事も
公にはまだ結論を出している訳ではないので、色々と御検討
頂いてというような言い方をしています。そういった段階だ
なと思う反面、流れとしてはかなり進んでいるなという個人
的な見解を持っています。是非この委員会で、あと2月定例
会もありますから、その中でパブコメも含めて教育委員会と
してきちんとした矜持を持って進めて頂かなければいけない
という事を申し上げて終わります。

以上、以外にもR1.12.6 一般質問にて①原発にかかわる廃棄物保管の現
状について②上工下水コンセッション化について③危機管理など県政の
諸課題について質問しています。

　

〇県外調査　2.1.28～1.30
■島根県松江市　島根県議会 ｢学力向上に対する取組について｣
■島根県浜田市　浜田市世界こども美術館 ｢左記の概要について｣
■島根県津和野町　津和野町日本遺産センター ｢左記の概要について｣
■山口県山口市　山口県議会
　｢“やまぐち型地域連携教育 ”の取組について｣
■福岡県福岡市　福岡県議会 ｢飲酒運転根絶対策について｣
＊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日にも常任委員会を開催。所管事項について審
議を行っています。

〇県内調査　2.2.4
■亘理町議会、山元町議会 ｢東日本大震災復興等進捗状況と課題等
　について｣ ＊概要説明及び意見交換

〇県内調査　2.3.18～19
■気仙沼市議会　｢東日本大震災復興等進捗状況と課題等について｣
　＊概要説明及び意見交換
■㈱みらい造船、気仙沼湾横断橋　｢事業概要説明及び現地視察｣
■気仙沼市民センターやすらぎ　｢概要説明及び意見交換｣

＜R2.1.21文教警察委員会＞
前提として「宮城県美術館リニューアル基本方針検討会議」が
H29年8月に第1回が開かれ、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」されています。それが翌年、
令和元年5月に第1回の「県有施設在り方検討懇話会」にかけら
れて、第4回目、その年の11月には移転・集約中間案が出され、
第5回目の懇話会で承認となっています。

質問　 第 1回の県有施設在り方検討懇話会議事録によると、「宮城県
美術館。こちらについても教育委員会の方で、現地における
改修の議論が進んでおりますが、老朽化が進んでいることも
あり、他の施設と同様に、今回の全体的な議論の中に位置づ
けて教育委員会と連携しながら検討を進めて行ければ、と思っ
ているところです」という事で、あっさりと方向づけがなさ
れている。そこにノミネートしたという事で、誰がこの方向
性を教育委員会の中で決めたのか、お尋ねします。

答弁　 震災復興・企画部への教育委員会からの回答という意味では、
教育長含めて幹部と十分相談した上でこれを出させて頂いて
いると承知しています。（生涯学習課長）

質問　 リニューアル計画をつくって、私はその時点で、教育委員会
としては、現地でのリニューアルというところに重きがあっ
たのではないかと思います。こういった事についてどう展開
していくかという事についての危惧を持っていなかったのか
どうか。もう淡々と震災復興・企画部の中のこの県有施設再
編等在り方検討懇話会に全て委ねるという事で進めていたの
か。その辺についてお尋ねします。

宮城県美術館の移転・集約化のすすめ方
に疑義あり

質　問

答　弁

質　問

質　問

答　弁

文教警察委員会 県外調査活動等

＊予定していた残りの県内外調査についてはコロナ感染症拡大
により中止。国への要望活動にも大勢での東京行きは厳しく、
復興庁出先への委員長・副委員長要望など検討しているとこ
ろです。8月 24日には東京電力からの参考人意見聴取を予
定しており①原発事故に起因する損害賠償の概要と進捗状況
及び今後の方針について②廃炉及び汚染水の現状と対策につ
いて説明を求めます。更に3月 24日発表された、東京電力
のALPS処理水の処分方法・風評被害対策等の検討事案につ
いてもあわせて求めます。

県議会としてもコロナ対策で1億円捻出
議員報酬や政活費カット
新型コロナウイルス感染症の対策費を確保するため、議員報酬
の削減で1,647万円、政活費は月15％カットし、総額2,787万
円を返上。各委員会の調査費、広報公聴活動費など議会費と事
務局費からも約6,000万円を工面することに。捻出分は甚大な打
撃を受けた地域経済の活性化に充てるよう県に提案しています。

大震災復興調査特別委員会 県内調査活動等

答　弁

質　問

福岡市美術館は開館から 40年を
経た 2019年に大規模なリニュー
アル、宮城県美術館と同じ設計
者、日本近代建築の巨匠、前川
國男が残した建築意匠を尊重し
つつ、新しい時代に対応する
様々な機能を強化しています。
（R2.6.10 無所属の会県外調査）

▼

■石巻市議会 ｢東日本大震災復興等進捗状況と課題等について｣
　＊概要説明及び意見交換
■東松島市東名排水機場・ 野蒜市民センター　現地視察
　＊概要説明及び意見交換

大震災復興調査特別委
員会県内調査、気仙
沼湾横断橋に登って
の視察。この頃までは
マスク無しで活動し
ていたのが昔のよう。
（R2.3.18）

▼

市役所側から見た県庁舎と県議会
棟。｢心ひとつに　コロナ感染症に
打ち克とう｣ の横断幕。（R2.5.20 ～）

▲


