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新型コロナウイルス感染症から県民の命と生活を守る！

第379回宮城県議会（令和3年 6月定例会）は、6月 15日から 7月
5日まで21日間の会期で開かれ、約３億3000万円を追加する令和3年
度一般会計補正予算をはじめ、県の上下水道と工業用水道事業の運営
に民間活力を生かす「みやぎ型管理運営方式」の関連議案など 33議案
を原案通り可決しました。
私はこの議会で初当選以来９度目となる一般質問に立ち、新型コロ
ナウイルス感染症の発症予防や重症化予防等に高い効果のあるワクチ
ン接種の加速化を訴えたほか、結婚支援や奨学金返還支援など若者支
援と少子化対策の充実などを訴え、知事から大規模接種センターの開
設時間延長や「結婚応援パスポート」の導入など、多くの前向きな答
弁がありました。
新型コロナウイルスのワクチン接種は、7月末までには希望するほぼ
全ての高齢者への接種が完了しましたが、現役世代での感染拡大が続
き、いまだ感染の収束は見通せません。引き続き、県民の皆様の声をしっ
かりと受け止めながら、命と生活を守るために必要な施策の実現に全
力で取り組んでまいります。
皆様のご指導、ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

全国最速の「ワクチン大規模接種センター」夜間接種も実施
宮城県は東北大学病院、仙台市と連携し、新型コロナワクチン
接種の加速化に向けて、仙台駅東口ヨドバシカメラビル 4階に、
「大規模接種センター」を 5月 24 日に開設、現在は県内の 16歳
以上の希望者全員を対象に接種を行っています。宮城県の接種セ
ンターは、自衛隊が東京や大阪に設けた大規模接種センターと同
じ日に接種を開始しており、都道府県が設置する大規模接種セン
ターの中では「全国最速」の開設となりました。
当初、接種時間は午前 9時から午後 5時まででしたが、働く方々
がより接種しやすいよう、7月 19 日からは、夜 9時までの夜間
も接種を実施しています。
公明党県議団では、5月 11 日に村井知事に行った緊急要望の中で、大規模接種センターの早期
開設を求めたほか、現役世代の接種本格化を前に、開設時間の夜間延長も求めてまいりました。

宮城県議会議員（青葉区）
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新型コロナウイルスに関する健康相談はコールセンターまで▶ 022-398-9211（24時間対応）

５月 11 日、知事に第８次緊急要望

本会議場で一般質問

仙台駅東口の大規模接種センター



宮城県議会 2021 年 6 月定例会
一般質問の要旨　

6 月定例会で、初当選から 9回目となる
一般質問に立ちました。要旨は下記の通りです。
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 1  新型コロナウイルス感染症対策について
遠　藤   新型コロナワクチン接種について、県内の進

しん

捗
ちょく

状況と希望者全員への接種完了時期を伺う。
 村井知事　�医療従事者 8万人への接種がほぼ完了し、高齢者も 7月末には 2回目の完了が見込めるなど、

接種は順調に進んでいる。希望する全県民への接種は、今年 10 月から 11 月にかけての終了
をめざす。

遠　藤   64 歳以下のワクチン接種の本格化に伴い、県が東北大病院と仙台市との連携のもと設けた大規模接種
センターへのニーズの高まりが想定される。接種の加速化に向け、開設時間を夜間まで延長すべきだ。

 村井知事　�大規模接種センターは、現在は午後 4時 15 分で受付を終了しているが、日中働く人々利用し
やすくなるよう、夜間の接種についても東北大病院と協議を進めている。引き続き接種体制の
強化に努める。

遠　藤   新型コロナの後遺症について、普及啓発や相談窓口の整備が必要だ。
 保健福祉部長　�後遺症について情報収集につとめ、ホームページ等を活用してその

症状や影響などについて広く普及啓発を行っていくほか、保健所等
において相談者に対し適切な医療機関での受診を勧めていく。

遠　藤   救急電話相談 #7119 の利用時間は現在、平日夜間と土曜休日に限定されている。
今年度から国の特別交付税措置が創設されたことを踏まえ、早期に 365 日 24 時間体制にすべきだ。

 保健福祉部長　�平日の日中はかかりつけ医に相談ができることからニーズが少ないものと認識している。
昨年 11 月には相談が特に多い午後 7時から午後 10 時までの間、電話回線を 3回線に増
やして体制を強化した。時間帯の拡充については、救急医療協議会等で検討していく。

大
た い

綱
こ う

 2  少子化対策と若者支援について
遠　藤   コロナ禍の影響で、婚

こん

姻
いん

件数や出生数が激減しており、少子化の進行は危機的な状況だ。
 村井知事　�婚姻数が前年比 1割以上減少し、極めて強い危機感を抱いている。結婚支援や安心して子ども

を生み育てることができる環境づくりを、私が先頭に立って推進する。
遠　藤   婚約中のカップルや新婚夫婦が、割引サービスや特典を受けられる結婚応援パスポートを導入してはどうか。
 村井知事　�子育て世帯を対象とした「みやぎ子育て支援パスポート」の拡充と合わせ、結婚応援パスポー

トの導入についても前向きに検討する。
遠　藤   奨学金の返還支援制度について、国庫補助が大幅に拡充されたことなどを踏

まえ、県から各市町村や県内企業に制度導入を働きかけてほしい。
 保健福祉部長　�国の制度改正等の周知を行いながら、市町村や企業に対して

奨学金返還支援制度の導入を働きかける。
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 3  みやぎ型管理運営方式について
遠　藤  県の水道３事業の「みやぎ型管理運営方式」について、運営を担う優先交渉権者として、メタウォーター

グループを選んだ理由について伺う。
 村井知事　�優先交渉権者の選定は、PFI 検討委員会による公平・公正で厳格な審査が行われ、事業の全体

的な実施方針や実施体制、運転管理・保守管理などすべての審査項目において高い評価を得た
メタウォーターグループが選定された。

遠　藤  同グループの提案によると、現行よりも 20 年間で 337 億円のコストが削減
されることとなっているが、水道料金や管路更新への効果はどうか。

 公営企業管理者　�将来の管路更新に備えた「財務基盤の強化」や人口減少に
伴い上昇する「料金抑制」に大きな効果がある。これらの
効果の活用については、今後、最も有効な活用方法を検討
する。

ワクチンは発症予防等に
高い効果

東京都も今年 3 月に結婚応援 
パスポートを実施

南部山浄水場（白石市）の 
水質検査室



県議会TOPICS

6 月定例会では、県が運営する上下水道と
工業用水道の水道３事業に、民間企業の力を
最大限に活かす「みやぎ型管理運営方式」を
導入するための議案が賛成多数で可決、成立
しました。ニュースでは「水道の運営権を一
括して売却」などという表現で報じられたた
め不安を覚えた人もいると思いますが、これ
は決して水道の運営を民間に丸投げするよう
な「水道民営化」ではなく、県が引き続き水
道事業者として責任を持ちながら、民間企業
に任せる業務や期間を拡大して、その創意工
夫を引き出し、経営基盤の強化やコスト削減
を図ろうとするものです。
水道事業の経営は厳しい状況にあり、今後、
人口の減少や老朽管路の更新費用の増大により、大幅な水道料金引き上げは避けられません。その料金高騰
をできる限り抑え、将来にわたって安全・安心で低廉な水を供給していこうというのが、みやぎ型管理運営
方式の目的です。
今議会では、この「みやぎ型」の運営を担う企業（運営権者）として、水処理国内最大手のメタウォーター
株式会社など 10 社が共同で設立した特別目的会社「みずむすびマネジメントみやぎ」を選定する議案や、
事業の運営や経営状況などを専門家が監視する「経営審査委員会」を設置するための改正条例案などが審査
されました。
一般質問では、登壇した 16人中、私も含め９人が「みやぎ型」を取り上げ、活発な議論がなされる一方、
議案を審査した建設企業委員会では、2日間にわたり徹底した議論を行いました。私も同委員会の一員とし
て、専門家などから意見も聴取した上で審査に臨み、熟慮の結果、「みやぎ型」は、宮城県の水道の課題解決
に向けて最も効果的な取り組みであり、将来を見すえて早期の導入が必要と判断し、関連議案に賛成をさせ
て頂きました。
今後、みやぎ型管理運営方式は、国から許可を得た上で、来年４月からスタートすることになります。ただ、
なかなか複雑な制度のため、「良く分からない」という声もいただいておりますので、今後とも県には県民に
対し十分な説明と情報発信を求めていきたいと思います。

水道料金の高
こ う

騰
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防ぐ「みやぎ型管理運営方式」の関連議案が可決・成立

「みやぎ型管理運営方式」の情報発信サイト　https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagigata/
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 4  自転車の安全利用の促進について
遠　藤  自転車の事故は、高校生が関係する割合が高く、ヘルメットの着用率は低調で

ある。高校におけるヘルメット着用の義務化も含め、着用の促進対策に取り組
むべきだ。

 教育長　�自転車乗車時のヘルメット着用は、各学校で実施している交通安全教
室等を通じた働きかけを行っているほか、保護者に対しても協力を促
してきた。引き続き着用率を上げるための様々な方策を検討する。

ヘルメット着用の啓発チラシ

みやぎ型導入による変化
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仙台市役所内に格安のＰＣＲ検査センター開設
仙台市役所に7月15日から低価格のPCR検査センターがオープンしました。

市民は 1900 円、市外の県民は 2100 円です。これまで、任意の PCR 検査は、
宮城県内では数万円かかっていましたので、かなり安価に検査を受けられるよ
うになりました。繁華街の事業者団体や、県外に出張や就職活動に行く人、また
周囲で感染者が出たものの検査対象者にならなかった人などから、「PCR 検査を
受けやすくしてほしい」との声を受け、公明党として民間 PCR 検査センター
の誘致を提案してきました。今年 5 月に、庄子賢一前県議が全国で検査を担う
木下グループの社長を郡仙台市長に引合せ、協議がまとまったものです。心配
な方はぜひご活用頂ければと思います。

静岡・熱海市の土石流災害を受け緊急点検を実施
7 月 3 日に静岡県熱海市で多数の死者・行方不明者が出た土石流災害を受け、

宮城県では県の「土砂条例」の許可対象となっている 14 カ所の盛土の緊急点
検を 7 月中旬に実施し、安全性に問題がないことを確認しました。熱海市の災
害では、建設工事で発生した残土が不適切に積み上げられていたことが被害拡
大の原因と見られています。宮城県の土砂条例は、残土の崩落を防止するため、
3000㎡以上の土砂の埋め立てや盛土を規制するため昨年 4 月に施行されたも
のです。現在、国において、デジタルマップを用いて全国の盛土個所の抽出作
業を行っており、県では、国から情報が提供され次第、改めて県内の盛土の点
検作業を行うこととしています。

二酸化炭素の排出ゼロへ！　 
再生可能エネルギー・脱炭素調査特別委員会で活動

世界的な課題である地球温暖化の防止に向けて、宮城県では、2050 年までに二酸化炭素等の温室効果ガス
の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」をめざしています。その実現のためには、太陽光や風力、
水素など再生可能エネルギーの大幅な拡大が不可欠。そこで宮城県議会では、昨年 11 月から私も所属する「再
生可能エネルギー・脱炭素調査特別委員会」を設置し、専門家から意見聴取を
するとともに、脱炭素社会に向けた県内外の取り組みを調査しています。これ
まで、富谷市が取り組む先進的な「低炭素水素サプライチェーン実証事業」や、
独自の「脱炭素社会づくり条例」を制定した長野県の取り組みなどを視察しま
した。今後、調査結果を基に、県に対する政策提言をまとめることにしています。

仙台市役所内に設けられた 
PCR 検査センター

富谷市の水素プロジェクトを視察

宮城県では大規模な盛土等を規制
する土砂条例を施行

ご予約はこちらから　


