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ごあいさつ

地域サポート－課題の解決に取り組みました！

コロナ禍が長引く中、ロシアによるウクライナ侵略が勃
ぼっ

発
ぱつ

し
国際社会に深刻な影響が及んでいます。いかなる理由があろう
と一般市民の命を無差別に奪う戦争は許されるものではなく、
宮城県議会としてもロシアの暴挙に対し、ただちに厳重に抗議
し即時の攻撃停止を強く求める決議を全会一致で可決しまし
た。世界情勢の不安定化で円安や原油高に拍

はく

車
しゃ

がかかり、国内
でも生活必需品等の値上げが続いております。公明党県議団と
して、国会議員と連携しながら現場の声を県や国に届け、暮ら
しと地域経済を守る対策に全力を挙げてまいります。

さて 2 月 14 日から 3 月 18 日まで開かれた第 382 回県議会
２月定例会では、総額 1 兆 1146 億円の令和 4 年度一般会計当初予算など計 106 議案が可決、成立しま
した。新年度予算は福祉・教育分野で多くの新規事業を計上し、公明党県議団が提案・推進してきた「結
婚応援パスポート事業」や「公立夜間中学校の開校」などの事業も盛り込まれました。

この定例会で私は一般質問に登壇し、知事が意欲を示す「4 病院再編構想」について慎
しん

重
ちょう

な立場から
質疑を行ったほか、医療的ケア児への支援の充実、高齢者のデジタル活用支援などを訴えました。

今後とも県民の命と安全・安心を守る観点から県政をチェックするとともに、政策提言を積極的に行っ
てまいります。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。

水道３事業「みやぎ型管理運営方式」がスタート 
水道料金の高騰防ぎ安全・安心な水を確実に供給

宮城県では 4 月 1 日から水道事業の「みやぎ型管理運営方式」
がスタートしました。県が運営する上水道、下水道、工業用
水道の施設を県が所有したまま、浄水場や下水処理場の運転
管理や修繕などを 20 年間、民間企業にゆだねる方式（コン
セッション方式）です。県はこれまでも施設管理を複数の企
業に委託してきましたが、新方式では、水処理大手メタウォー
ター株式会社など 10 社が設立した会社「株式会社みずむすび
マネジメントみやぎ」が３水道を一括して効率的に運営する
ことで、大幅なコスト削減と料金の上昇抑制を図ります。

ただし、水道事業者は引き続き県企業局であり、事業の総合管理や水質検査、水道管路の管理・
更新、災害対応は変わらず県が責任を持ちます。外部有識者からなる経営審査委員会による厳格
な監視体制も構築されています。事業の運営状況は、毎年、県議会にも報告されます。人口減少
や節水型社会の進展、施設の老朽化で水道事業が厳しさを増す中、安全・安心な水
を確実に供給しつつ料金の上昇を抑制する「みやぎ型」の目的が果たされるよう、
事業の運営をしっかりとチェックしてまいります。

【運営を担う株式会社みずむすびマネジメントみやぎのホームページ（右の QR コード
からアクセスできます）では、事業計画や水質データ等が公表されています】

イノシシ被害防止へ集中捕獲事業を実施
宮城県は昨年度から、増えすぎたイノシシを集中的に捕
獲する事業（指定管理鳥獣等捕獲事業）を、猟友会に委託
して仙台市青葉区の大倉やみやぎ台、錦ケ丘周辺などで実
施しています。県は同事業を平成 27年度に導入しました
が、仙台市では未実施でした。市内でも農地や公園等への
獣害が多発していることから、私は令和 2年 11月定例会
などで仙台市でも実施するよう求めていました。今年度も
11 月から来年 2 月までの猟期に市内で実施される予定
です。

東北初の公立夜間中学が仙台市内で開設へ！
仙台市立南小泉中学校（若林区）に来年４月から、東北
初となる公立夜間中学が開設されます。市と県の今年度予
算に関連費用が盛り込まれました。夜間中学は、様々な事
情で義務教育を修了できなかった人や、不登校等で勉強で
きなかった人などを対象に、夜の時間帯に授業が行われる
中学校です。公明党の県議、市議の連携で開設を推進して
きました。生徒は県内全域から募集します。多くの人々が
この夜間中学で学び直しの機会を得て、可能性を大きく開
いていかれることを期待します。

宮城県議会議員（青葉区）
遠藤伸幸

報
告
者

罠にエサを入れる猟友会メンバー

公立夜間中学が開設される市立南小泉中

新型コロナウイルス対策で緊急要望（11次）

白石市の南部山浄水場で行われた事業開始式
（4月 12日）

矢印式信号機の新設（旭ヶ丘） 一時停止線の敷設（みやぎ台） 通学路の速度規制標識を増設（愛子）県営広瀬住宅の外壁修繕（落合）



宮城県議会 2022 年 2 月定例会
一般質問の要旨　

2 月定例会で、初当選から 10 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。

県議会TOPICS

２月定例会では、村井知事が「宮城の未来を育むハートフル予算」と名付けた新年度予算が成立
しました。急速に進む少子高齢化と人口減少に歯止めをかけるため、様々な出産・子育て施策に活
用する「次世代育成・応援基金」の創設や、新婚世帯や結婚を予定するカップルが料金の割引など様々
なサービスを受けられる「結婚応援パスポート」の導入、家族の介護などを行う子ども「ヤングケ
アラー」の支援体制整備など、福祉・教育・若者支援の分野で多くの新規事業が計上されました。

〈令和４年度予算　主な新規事業〉
●「次世代育成応援基金」の創設（10 億円） ●不妊検査費用助成（4000 万円） ●結婚応援パスポートの導入・子育て支
援パスポート普及促進（1200 万円） ●みやぎ・どこでも授乳室プロジェクト（1142 万円） ●公的関与の日本語学校開設
検討費（250万円） ●ヤングケアラー支援体制整備（1700万円） ●公立夜間中学校設置支援費（1142万円） ●みやぎキャッ
シュレス推進ポイント還元（11 億円） ●中小企業等デジタル化支援費（1 億 5800 万円） ●みやぎ農業女子育成プロジェ
クト推進費（2200 万円） ●県民会館・ＮＰＯプラザ複合施設整備費（3 億 7000 万円） ●仙台医療圏地域医療構想推進費

（8860 万円） ●高齢者・障害者福祉職員処遇改善支援費（41 億円） ●観光地満足度向上推進費（2500 万円）　など

宮城県令和 4 年度予算　教育・福祉・若者支援に重点

大
た い

綱
こ う

 1  ４病院再編構想について
宮城県は、昨年 9 月、政策医療の課題解決のため、県立がんセンター（名取市）と仙台赤十字病院（仙
台市太白区）を統合する一方、県立精神医療センター（名取市）と東北労災病院（仙台市青葉区）を合築
する「４病院２拠点化構想」の実現を目指す方針を公表し、現在、各経営主体と協議を進めています。

遠　藤  病院の再編は全国で行われているが、失敗している事例もあり、拙速に進めれば将来に禍
か

根
こ ん

を
残す。４病院統合・合築の検討に当たっては、最大限の情報公開をしながら中立・公平な立場
の専門家からも意見を聴取するなど慎重かつ冷静に議論を進め、県民の理解が得られる結論を
目指していくべきだ。

 村井知事　 県民の理解が得られるよう、新病院の具体的な内容についてできる限りの情報提供
に努めるとともに、地域の声や専門家の意見を聞きながら、丁寧に議論を進めてま
いりたい。

遠　藤  東北労災病院と仙台赤十字病院の移転により仙台市内の救急搬送時間の延伸が懸念されてい
る。県は病院再編で仙台医療圏の救急搬送時間が短縮すると説明しているが、その短縮効果に
ついてはシミュレーションをもとに明確に示すべきだ。

 保健福祉部長　 救急受入を行う急性期病院の応需率など、救急搬送時間に影響する複合的な要
因を十分に検証しながら、仙台市内も含めた搬送時間の短縮をめざしていく。

遠　藤  県立がんセンターの高度な医療機能や研究機能は県民の
貴重な財産であり，仙台赤十字病院との統合で後退させ
ることがあってはならない。高齢化でがん患者がさらに
増えることが予想される中、県のがん医療を維持し向上
させることが病院再編の最優先の目的であるべきと思う
がどうか。

 村井知事　 がん医療を後退させることがないようにする
のは重要と考えている。

大
た い

綱
こ う

 2  医療的ケア児者への支援について　
遠　藤  日常的にたんの吸引などが必要な医療的ケア児について、学校な

ど関係機関との連携のもと実態調査を行うとともに、各種支援策
等について情報発信するホームページを開設してはどうか。

 村井知事　 県では新年度、「医療的ケア児等相談支援センター」を
開設する予定だが、開設後速やかに医療的ケア児に関
する調査を実施し支援施策の検討に活用する。また、
ホームページの開設やパンフレットの作成などで効果
的な情報発信に努める。

遠　藤  特別支援学校のスクールバスには看護師が同乗していないため、医療的ケア児の多くは保護者
が送迎を行っている。保護者の負担軽減のため、放課後等デイサービスや介護タクシー等の事
業者と連携し、通学支援制度を早急に導入するよう求める。

 教育長　 他県の事例も参考にし、放課後等デイサービス事業者等との連携を含め関係部署と相
談しながら、支援の在り方について検討していく。

県立がんセンターを県議団で視察

医療的ケア児への支援充実を！

大
た い

綱
こ う

 3  プラスチックごみ削減対策について
遠　藤  「2050 年には海洋プラスチックごみの量が海にいる魚を上回る」

との予測もあるなどプラごみの増大が深刻な問題となっている。
リサイクルされないプラごみの削減へ、県として「プラスチック
ごみゼロ宣言」を行ってはどうか。

 村井知事　 プラスチックごみ削減への機運を高めていくため、同
宣言も含めて市町村や事業者など幅広い立場の県民を
巻き込む効果的な手法を検討する。

遠　藤  飲料メーカー等が設置するペットボトルのリサイクルボックスに様々な異物が廃棄され、回収
に支障が生じている。業界と連携して実態の把握や課題解決に向けた検討を行うべきでは。

 環境生活部長　 業界を通じて実態把握に努め、異物混入が多い場所については、課題解決に向
け事業者と市町村との協議を促していく。

大
た い

綱
こ う

 4  デジタル格差解消対策について　
遠　藤  国では、高齢者等がスマートフォンの操作方法などを学

べる「スマホ教室」を携帯ショップ等で開催しているが、
県として周知・広報に力を入れるとともに、市町村や地
域団体等と連携し、より身近な場所での開催を支援すべ
きと思うがどうか。

 企画部長　 市町村や協力事業者とも連携しながら、「ス
マホ教室」の周知や開催場所の拡大に努め、
高齢者のデジタル格差解消対策を一層推進し
ていく。

各地で開かれているスマホ教室

海を汚染するプラスチックごみ

（総務省デジタル活用支援のページ）


