
カンマーマン通信
宮城県議会議員　かんま 進

頃より、かんま進の活動に対しまして、あたたかいご理解とご支援を賜り、
心より感謝申し上げます。
あの東日本大震災から早いもので、６年８ヶ月が経ち、仙台市は復興計画５
年の達成を一昨年、３月末で果たし、市街地は何事もなかったような日常が

戻っております。しかしながら宮城県全体では復興計画１０年の７年目、再生期４年間の
最終年を迎え、来年度からの仕上げの３年間、発展期の初年度に繋げようと復興を進めて
いるところです。
本年は７月末から８月前半にかけて、全国の高校生が南東北インターハイ、全国高等学校
総合文化祭で宮城に、９月には牛のオリンピックとも言われる全国和牛能力共進会が夢
メッセで行われ、全国各地から大勢の方々が集まるなど、全国からの元気を届けて頂
き、又、宮城の復興ぶりを見て頂きました。
県政にとって復興はやはり最重要課題でありますが、発展期に向けて、未来を見つめ
た施策、県民の福祉の向上に向けての施策も展開して行かなければなりません。
この一年間の県議会での質問、活動等の報告をご覧になって頂き、県政諸課題
の一端をご確認頂ければ有り難く存じます。
どうか今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

宮城県議会議員　かんま  進

日

FaceBookスマホからも「かんま進」で見てください！
＊ホームページでは、ABOUT から県発信の「復興の進捗状況」へリンクします。

ホームページ　http://www.kanma.jp
E-mail 　 kanma@kanma.jp

ふり返り 前へ！
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目途に、誘致の是非について最終報告を提出する予定として
おり、県といたしましては引き続き協議会や準備室の活動等
を通じ、岩手県や東経連等の関係機関と密接に連携を図りな
がら、誘致の実現に向け取組んでまいります。

　質問　高大接続システム改革にもかかわってくると思われますが、
これから未来に向けて生きる子供たちにとって必要な三つの
能力が求められています。大学の入学者選抜でも大きな要素
となると思われます。高校の地域協働について、県教委の認
識と今後の対応についてお聞かせ下さい。

　答弁　これからの時代においては、何を知っているかということだ
けでなく、知っていることを使ってどのように社会とかか
わりよりよい人生を送っているかという観点が重要となるこ
とから、教育においても知識、技能、思考力、判断力、表現
力そして人間性や学びに向かう力など、情意・態度等にかか
わるもの全てを総合的に育んでいくことが求められておりま
す。いわゆるアクティブラーニングの視点から、学校の中だ
けでなく、学校の外の様々な教育資源も有効に活用しながら、
探求型の学習を推進していく事が重要であると考えておりま
す。
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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。49 回目を迎えた
コンサートが 9月定例会開会日に開催されました。
（29.9.1）

▼

無所属の会・会派県外調査で三重県・津市・
大阪市等を訪問。同僚、渡辺忠悦県議と津
市長と面談。（28.11.8 ～ 10、9日）

▲

「みやぎ総文」総合開会式。東日本大震災の
発生した時の小学生が高校生になって主体と
なって企画したもので大変感動的なものでし
た。全国から約 2万人の高校生が演劇や将棋
など全 23部門で成果を披露。（29.7.31）

▼

　質問　宗教学者、山折哲雄氏が地元紙四万号記念講演で「東北のこ
ころ」という演題で三つの視点で語っています。

 「平泉の浄土思想」「支倉常長の心の軌跡」「出羽三山信仰」
の視点です。そのような東北独自の文化を踏まえて東北全体
のインバウンドの取組をどのように推進していくとお考えな
のか。又、慶長遣欧使節の歴史的評価と復元船の評価及び存
続についてどのような考えであるのか知事の所見をお尋ねし
ます。

　答弁　「日本の奥の院・東北探訪ルート」について東北のこころを
体感していただけるよう、東北観光推進機構と一体となって、
情報発信や誘客に取り組んでまいります。慶長遣欧使節の偉
業は、その努力と勇気・強い意志は鋭い国際感覚とあわせ、
宮城県人として後世に伝えていかなければならないと考えて
います。復元船についてもサン・ファン・パーク開館以来、
多くの方々に慶長遣欧使節の偉業を伝えてきたと考えており
ます。現復元船の存続については、船を本格的に補修し長期
的に維持していくことは困難ではないかと認識しており、最
終的な方針については、年度内に結論を出したいと考えてい
るところです。

　ふり返り今　

　質問　 今般設立された「あり方検討委員会」の結論は、現復元船の
修復・保存を県方針として断念したことを前提としているよ
うに思えますが、いつ決定したのですか。

　答弁　28 年度内に結論を出す予定でしたが、6月定例県議会で、
2020 年東京オリ・パラ迄は保存し、その後のあり方につい
ては具体に検討する方向性を知事答弁しており、その後も 7
月の環生農林水産委員会で報告、ご意見を頂いたうえで県の
方針として決定したものです。

　質問　昨年 12 月議会以降における自分や石巻選出議員等の質問で
は復元船の存続を求めていましたが、議会の声をどう受け止
め決定したのですか。

　答弁　県としても県議会の思いを強く受け止め、復元船を木造船と
して残す事が可能か検討してきましたが、28 年度に「慶長
遣欧使節復元船サン ･ファン号今後のあり方検討委員会」か
らの提言があり、「復元船は腐朽が進んでおり修復に耐えら
れない恐れがある事、修復には高度な技術と煩雑な手間、相
当な期間を要する事、そして船大工の確保が困難であること
など様々な課題が山積している事から、木造船のまま修復し
保存していく事を断念する」旨。県としても同様の判断をす
るに至った訳です。

　ふり返り今　　
　質問　伊達政宗公が後世に残した偉業である慶長遣欧使節の世界史

的評価について知事の考えをお聞かせ下さい。

　答弁　400 年前に慶長の大津波に見舞われながらも宮城県の先人た
ちが自ら巨大な帆船を建造しメキシコとの交易を目指し、メ
キシコやスペイン・ローマを訪れ、日本人として初めて太平
洋往復した一大事業でありまして、宮城県としても後世に伝

えていかなければならないと考えています。又、先人が示し
た鋭い国際感覚や努力・強い意志は私たち宮城県人にとって
も大変誇らしいものであると思います。そのためサン ･ファ
ン号やサン ･ファン館のあり方につきましては十分に議論検
討を行いまして具体化していかなければと思っています。私
自身も非常に関心を持って、職員任せではなく、色々と自分
なりに勉強したいと思っております。

　質問　物議を醸した観光 PR動画について、「政宗が育んだ “伊達な
文化 ”」や「こころ」を全く感じず残念ですが、所見をお聞
かせください。

　答弁　確かにご指摘の通りあの動画で「政宗公が育んだ “伊達な文
化 ”450 年」、あそこからは直接伝わってくる事はなかっただ
ろうと思います。ただ今回の狙いは夏でも涼しい涼を感じる
宮城、平均気温が低くて過ごしやすいことを前面に出したも
ので、観光 PR動画としては一定の成果があったと思ってい
ます。政宗公生誕 450年を記念して官民挙げて様々な取組を
行い、政宗公の伊達な文化との出会い・気づき・学びの機会
創出に努めているところです。今回の PR動画だけ切り取っ
て言うと、それに余り傾注してないではないかと言われるか
もしれませんが、それ以外の部分を総合的に見ますと、県と
しては取り組んでいる事を評価いただけるのではないかと
思っています。

　質問　政府が誘致決定を判断する 2017 年度末に備え、産学官が連
携していく中で、宮城県として今年度から来年度にかけてど
のように臨み、誘致実現に向けてかかわっていくのかお尋ね
します。

　答弁　ILC の誘致は、技術革新、雇用創出、地域振興など様々な分
野において大きな効果が期待でき、東北の発展に寄与するも
のと考えております。国の有識者会議では平成 29年度末を

２０２０復興に向けての諸課題について　県民生活に係る諸課題について
 東北独自の文化の視点
慶長遣欧使節の歴史的評価と復元船、サン・
ファン・バウティスタ号の存続について
＜H28.12.6 一般質問＞
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国際リニアコライダーの誘致について
＜H28.12.6 一般質問＞

高校教育のあり方及び
大学入試の大きな変革について
＜高等学校志教育推進事業費関連＞
＜H29.3.7 予算特別委員会＞

質　問

答　弁

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・伊達武将隊デモンストレー
ション（29.3.20）

▲

全国和牛能力共進会宮城大会は 9月 7日 ~11 日迄の 5
日間、夢メッセを会場に開催。第２区若雌の部で優等
賞１席を宮城も勝ちとる事ができました。又、復興特
別出品区「高校の部」でも柴田農林高等学校が優秀賞
3席と入賞するなど総入場者数も 41 万 7 千人を超え、
成功裏に終えることができました。

▲

 観光立県に向けて
政宗が育んだ“伊達な文化 ”の認識に
ついて＜慶長使節船復元管理検討費について＞
＜H29.9.19 予算特別委員会＞

県議会一般質問（28.12.6）▲

開かれた議会を目指し、「若者と宮城県議会議
員との意見交換会」を初めて開催。私も参加し
たグループ２（第２委員会室）、7名の若者が
通常の議員席に座り意見陳述、その後意見交換。

▼

「若者と宮城県議会議員との意見交換会」の意
見交換後、施設見学。本会議場で議長、副議長
を囲んで記念撮影。

▲

県議会予算特別委員会（29.3.7）▲
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○県内調査　29.5.29
　東松島市　東松島市議会「東日本大震災復興の状況と今後の課題等について」
　　　　　　（現地調査）　東松島市防災拠点整備基地
　石巻市　　石巻市役所　「東日本大震災復興の状況と今後の課題等について」
　　　　　　（現地調査）　石巻市立病院

○参考人意見聴取　29.4.19
（一社）東北観光推進機構専務理事推進本部長「東北広域
観光への取組の現状と課題について」
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長代行副会長
「県内観光の現状と課題について」

○県外調査　29.5.23～ 25
（一社）せとうち観光推進機構「広域観光の取組について」
（株）瀬戸内ブランドコーポレーション「せとうちDMO
の取組について」
尾道市議会「しまなみDMO、尾道DMOの取組について」
　　　　　　  「地域資源の魅力向上による観光まちづくりについて」
倉敷市議会「倉敷観光振興プログラムにおけるインバウンド拡大及び、滞在型・体験型の観光地域づくりの取組について」
神戸市会「クルーズ船誘致の取組について」

○県内調査　29.6.7
仙台国際空港株式会社「仙台空港の運営について」「広域観光連携に係る取組について」
仙台塩釜港湾事務所「クルーズ船受入れに向けた環境整備について」＊現地調査も含む

○県内調査　29.8.24
石巻市役所「クルーズ船誘致の取組状況等について」＊石巻港湾事務所・石巻港現地調査含む
多賀城市役所「多賀城跡の活用について」

＊上記調査及び参考人意見聴取を含め７回の調査特別委員会を開催、これらの調査活動を基に報告書をまとめ、１１月定例会開会日に
本会議で報告する事としています。

総務企画委員会 県内・県外調査活動

総合観光戦略調査特別委員会 県内・県外調査活動等

○県外調査　29.7.24～ 26
　長崎県議会「東京オリンピック・パラリンピックキャンプ地の誘致について」
　福岡県議会「福岡県総合計画について」
　熊本県議会「震災復興の現状と課題について」（現地調査）益城町テクノ仮設団地

東松島防災拠点整備基地調査 熊本県益城町テクノ仮設団地集会施設での意見交換時、委員長の挨拶

神戸港現地調査時


