
遠藤伸幸議員1－（1）

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員 ~一般質問回答要旨

医療従事者のうち、 当初見込まれた約8万

人の方々への2回目の接種が間もなく完了し、

また、 65歳以上の高齢者については、対象

者の半数が1回目の接種を終え、 7月末には

2回目の接種完了が見込めますことから、 ワ．

クチン接種は順調に進んでいるものと認識し

ております。

県といたしましては、 国の方針を踏まえ、

希望する全ての県民の接種が着実に進むよう、

市町村の接種計画に合わせたワクチンの配分

を行うなど、市町村と連携しながら、 国が方

針として示している今年10月から1 1月に

かけての終了を目指してまいります。

問1 新型コロナウイルス感染症対策について

以下7点について知事及び教育長の所見を伺いたい。

（1）我が県のワクチン接種の状況について、受止めはどうか。また、希望者全員への接種完了

時期の見通しと取組方針はどうか。

［答］

えんどうのぶゆき

遠藤伸幸議員の一般質問にお答えいたしま

す。

大綱4点ございました。

まず、大綱1点目、新型コロナウイルス感

染症対策についての御質問にお答えいたしま

す。

初めに、 ワクチン接種状況の受止め及び接

種完了時期の見通しと取組方針についてのお

尋ねにお答えいたします。

我が県では、医師会、医療機関等の協力に

加え、県、仙台市、東北大学で設置した大規

模接種センターの効果もあり、 ワクチン接種

の促進が図られております。



令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員 一般質問回答要旨

問1

（2）大規模接種センターでは、仙台市以外の高齢者のほか保育士や介護職員などへの接種も進め

ていると聞くが、実績と今後の対応はどうか。

［答］

次に、大規模接種センターの実績と今後の

対応についての御質問にお答えいたします。

ワクチン接種を加速化するため、高齢者接

種の空き枠を活用して医療従事者等への接種

を進めてまいりました。実績としては、昨日

までに、高齢者約3万4千人、医療従事者等

約2万4千人の1回目接種を実施しておりま

す。

今月28日からは、専用ダイヤル等による

予約をスタートさせ、地域、年齢等を問わず、

広く県民の皆様の予約を受け付けることとし

ており、オール宮城で接種の加速化を進めて

まいります。

／



令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員 一般質問回答要旨

問1

（3） 64歳以下の方への接種本格化に伴い、大規模接種センターのニーズの高まりが想定される

中、開設時間の延長など、接種加速化に向けた今後の運用方針はどうか。

［答］

~ 次に、大規模接種センターの今後の運用方

針についての御質問にお答えいたします。

大規模接種センターにおいては、接種会場

のレイアウト見直しや接種ブースの増により、

休日を含め、一日の接種回数を今週から

3， 000件に増強しております。 また、現

在は、午後4時1 5分で受付を終了としてお

りますが、 日中働VI了押払効だ が利用しやす

くなるよう夜間の接種についても東北大学病

院と協議を進めているところです。

県といたしましては、多くの県民 が

できるだけ早く接種を終えていただけるよう

引き続き接種体制の強化に努めてまいります。



令和3年6月定例県議会 撒育長答弁｜
遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

遠藤伸幸議員1- (4)

かどうかは、地域の事情に応じて市町村が判

断することとなりますが、県立高校を会場と

して高校生の集団接種を具体的に検討する市

町村があった場合には、学校の状況も確認し

た上で、可能な協力をしてまいります。

また、 ワクチン接種が周囲の圧力によって

事実上の強制になることや、接種しないこと

でいじめを受けることはあってはならず、県

教育委員会としては、集団接種が実施される

場合においても、接種の任意性が確保できる

ような配慮について働きかけるととともに、

新型コロナウイルス感染症やワクチンに対す

る正しい理解の促進と差別や偏見の防止に学

校とともに取り組んでまいります。

起因する

要と思う

問1

（4）児童生

差別やい

がどうか

徒へのワクチン接種の考え方はどうか。 また、接種の有無に

じめは決してあってはならず、十分な配慮の下での指導が必

［答］

~大綱1点目、新型コロナウイルス感染症対

策についての御質問のうち、児童生徒のワク

チン接種についてのお尋ねにお答えいたしま

す。

国では、学校での集団接種について、保護

者への説明機会が乏しくなること、同調圧力

を生みがちであること、接種後の体調不良へ

のきめ細かな対応が難しいことなどから推奨

せず、個別接種の体制確保が困難であるなど

地域の事情により集団接種が必要となる市町

村においては、適切な対策を講じる場合に限

って実施できる旨を示しております。

児童生徒を対象とした集団接種を実施する



遠藤伸幸議員1－（5）

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員 一般質問回答要旨

ニング検査を実施するほか、観客に対する感

染防止対策についても専門家の意見をもとに

徹底されることになっております。

県といたしましても、 同時期に開催される

様々なイベント等の事前相談に応じ、業種別

ガイドラインの遵守や、参加者の感染防止対

策の徹底等を図るほか、来月1 1日を期限と

している参加人数の制限を延長し、オリンピ

ック期間中も人流の抑制等に努めるよう検討

を進めております。

また、 プロスポーツチーム等と連携した県

民に対する啓発活動や、 ワクチン接種の加速

化、 「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」な

どのリバウンド防止対策を着実に推進し、安

全安心な大会の開催に向けて、鋭意努めてま

いります。

~

問1

（5）感染再拡大の防止に向けて、 オリンピック期間中は特に警戒が必要な時期である

と思うが、 期間中の感染拡大防止対策や人流抑制対策についてどうか。

［答］

次に、オリンピック期間中の感染拡大防止

対策や人流抑制対策についての御質問にお答

えいたします。

県では、 先月1 1日までのまん延防止等重

点措置の解除後も、大規模イベント等の開催

が感染拡大の要因となり得るとの認識から、

外出時の感染防止対策に係る県民への呼びか

けや、 イベントの参加人数制限などの対策を

継続してまいりました。

オリンピック期間中は、サッカー競技が宮

城スタジアムで行われますが、参加する選手

及び関係者については、組織委員会が主体と

なり、滞在時の行動制限や定期的なスクリー



遠藤伸幸議員1-(6)

保健所等に相談が寄せられた場合には、症状

等を丁寧に聞き取り、必要に応じて、かかり

つけ医の受診を案内するなど、適切な医療提

供につなげているところです。

後遺症については、今後、更に情報収集に

努めるとともに、ホームページ等を活用し、

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、 引き続き、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

勧めるなどの対応を行ってまいります。

｜保健福祉部長答弁｜
令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員 一般質問回答要旨

問1

（6）新型コロナウイルス感染症の後遺症に関して、周囲の理解を得づらいとの声や別の病気を発

症する危険性も指摘される中、普及啓発や相談窓口の整備が必要と思うがどうか。

［答］

大綱1点目、新型コロナウイルス感染症対

策についての御質問のうち、後遺症について

のお尋ねにお答えいたします。

新型コロナウイルス感染症の後遺症につい

ては、その病態に不明な点が多く、感染した

患者の不安の一因となっているものと認識し

ております。 →

今月公表された国の実態調査の中間報告で

は、疲労感・倦怠感、息苦しさ、筋力低下、

睡眠障害、思考力・集中力の低下など、様々

な症状が報告されております。

我が県においては、後遺症に苦しむ方から



遠藤伸幸議員1－（7）

｜保健福祉部長答弁｜
:~令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

ば平日であれば午後7時から午後10時まで

の間について、電話回線を3回線に増やして

体制を強化したところです。 ~

時間帯の拡充を含めた事業の在り方につい

ては~、救急医療協議会等の場での御意見等を

問1

（7）平日夜間など運用時間が一部限定されている救急安心センター事業について、今年度からの

特別交付税措置を契機に、 24時間体制での実施を検討すべきと思うがどうか。

［答］ ~

次に、救急安心センター事業の24時間体

制化についての御質問にお答えいたします。

救急安心センター事業、 いわゆる救急電話

相談事業は、 医療機関の休診時間帯の急な病

気やけがに際し、県民の方に今すぐ受診すべ

きかどうかを適切に助言する趣旨で実施して

おります。

このため、医療機関での通常対応が可能な

時間帯は~、かかりつけ医に相談ができること

などから、相談ニーズが少ないものと認識し

ており、医療機関が閉じた後の準夜帯を中心

に相談体制を敷いております。 また、昨年

1 1月からは、相談が特に多い時間帯、例え

検討してまいります。もとに、

凸



遠藤伸幸議員2-(1)

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

推進の新たな柱と位置付け、全庁を挙げた更

なる取組の推進を図っているところで‘ありまオ，
しゅつしようすう

出生数が7年連続で減少するとともに、

新型コロナウイルス感染症の影響により、
しゅつしようすう

出生数に影響を及ぼす婚姻数が、 前年と比

較して1割以上減少したことについては、私

〔('いましても､極めて強い危機感を抱いており、

結婚支援の強化は喫緊の課題であると認識し

ております。

結婚を望む県民の希望が叶うよう、県では、
エーアイ

今年度、新たにAIマッチングシステムによ

る結婚支援を強化しており、市町村において

は、結婚新生活に対する経済的支援等に取り

組んでおります。 引き続き、市町村とも連

携・協力しながら、 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、 これまで以上に強力に椎

問2 少子化対策と若者支援について

以下5点について知事の所見を伺いたい。

（1）我が県における少子化の進行は危機的な状況にあるが、 こうした状況への受止めと、今後の

対策の在り方についてどうか。

［答］

次に、大綱2点目、少子化対策と若者支援

についての御質問にお答えいたします。

初めに、我が県の少子化の状況に対する受

止めと今後の対策についてのお尋ねにお答え

いたします。

我が県の人口が本格的に減少局面を迎える

ことが想定される中、 人口減少は、今後の地

域社会の衰退につながることから、県では、

結婚支援などの少子化対策を強化し、結婚、

妊娠・出産、子育ての切れ目ない支援の充実

に取り組んでまいりました。

今年度からスタートした「新・宮城の将来

ビジョン」では、子ども・子育て分野を政策

進してまいりﾉﾐu.と岡1 11壬所，
~'



遠藤伸幸議員2－（2）

｜保健福祉部裏蓉弄1
令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

一方で、従来の枠組みにおける補助上限額

が30万円である結婚新生活支援事業は、今

年度、 5市町の実施にとどまっていることか

ら、県としましては、市町村の意向を踏まえ

ながら、都道府県主導型事業の実施に向けた

問2

（2）結婚新生活を支援する国庫補助事業では、県の主導的な取組などを要件とした

補助率等の引上げがモデル的に行われており、 我が県でも来年度からの実施を検

討すべきと思うがどうか。

［答］

次に、大綱2点目、少子化対策と若者支援

についての御質問のうち、県主導による結婚

新生活支援の国庫補助事業の実施についての

お尋ねにお答えいたします。

今年度から新設された都道府県主導型の結

婚新生活支援事業は、受給者に家事育児参画

促進講座の受講を義務付けるなどの要件が課

されているものの、 29歳以下であれば補助

上限額がこれまでの倍の60万円になるほか、

県による事業の拡大に向けた計画策定や市町

村連携のための協議会の設置など、県が主導

してこの取組を活用できれば、結婚支援の更

なる充実が図られるものと認識しております。

ます。課題整理と検討を進めてまいり

私からは以上でございます。



遠藤伸幸議員2－（3）

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員 一般質問回答要旨

現在の子育て支援パスポート事業において

は、協賛店舗の更なる増加、利用者がメリッ

トを感じられるサービスの拡充､ ~より使いや

すいシステムへの改善といった課題があり、

一層利用しやすい仕組みとなるよう検討して

いるところで､ありまガ。

御提案の結婚応援パスポートにつき壬してば、

子育て支援パスポート事業の拡充と合わせ、

他県の取組手法、実績について情報収集を行

いながら、我が県における事業の効果的な手

法について前向き'二棟制してま(' リ王亦。

問2

（3）新婚世帯などを対象に、 買い物等の際に各種割引サービスや様々な特典を受け

られる結婚応援パスポートを導入すべきと思うがどうか。

［答］

次に、結婚応援パスポートの導入について

の御質問にお答えいたします。

婚約中のカップルや新婚夫婦が協賛店舗で

割引サービスや特典を受けられる結婚応援パ

スポート事業の取組につきましてば、地域全体で

結婚を応援する機運の醸成につながるものと

認識しております。

県では、 同様の仕組みで協賛店舗のサービ

スを受けられる子育て支援パスポート事業を

実施しており、結婚応援パスポートと連動す

ることによって、結婚から子育てまでの切れ

目ない応援の機運醸成といった相乗効果が期

待できるものと考えております。



｜経済商工観光部長答弁｜

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

遠藤伸幸議員2－（4） （5）

来要件としていた基金の設置を不要とすると

ともに、特別交付税措置の対象経費の範囲を、

「全負担額の1 0分の5」から、 「市町村負

担額の10分の1 0」 に拡充するなどの改善

が行われております。

また、企業が返還支援対象者に代わって直

接返還した場合、対象者の返還部分に係る所

得税が非課税になるとともに、企業の法人税

についても給与として損金算入できる代理返

還制度が新たに導入されました。

県といたしましても、 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、奨学

金返還支援制度の導入を積極的に働き掛ける

とともに、県内企業の認知度向上や学生との

マッチング支援、 UI Jターンの促進など、

地域産業の担い手確保と若者の定着に向け、

しっかりと取り組んでまいります。

私からは以上でございます。

問2

（4）奨学金の返還支援制度について、 県内市町村の導入は2市にとどまっている。国

庫補助の拡充を踏まえ、県から市町村に対し導入に向けた検討を促してほしいがど

うか。

（5）社員の奨学金を企業が直接返還する制度について、 より導入しやすくなるよう改

善が図られており、企業による返還支援の実施を後押しする制度を検討してほしい

がどうか。

［答］

大綱2点目、少子化対策と若者支援につい

ての御質問のうち、奨学金返還支援制度導入

に係る市町村や企業への働き掛けについての

お尋ねにお答えいたします。

国では、地方創生の観点から、地域産業の

担い手となる学生等の奨学金返還支援を推進

し、地方へのひとの流れを生み出すため、昨

年6月に奨学金返還支援制度について大幅に

拡充したところです。

具体的には、市町村が事業を行う場合、従



遠藤伸幸議員3－（1）

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

る浄水場等の運転管理や、オペレーション、

保守点検、 メンテナンスを担う新たな○M会

社を県内に設立する提案であり、安定的な事

業運営と雇用創出への効果が大いに期待され

ております。 ~

このほか、浄水処理において特に注意を要

する 「カビ臭物質」 などの検査項目について、

現行より厳しい目標値を設定して水質の向上

を図る点や、最新のデジタル技術を導入し、

上・工・下水の全事業を統合した運転監視シ

ステムの導入による、効率的な運営なども高

く評価されております。

県といたしましては、今後、優先交渉権者

と綿密に連携を図りながら、雫全､守'､’ かつ

安定的な事業運営の実現に向けて、鋭意取り

組んでまい弓湖壱て)'ﾕ‘'で､､､王丁，

私からは以上でございます。

問3 みやぎ型管理運営方式について

以下5点について知事及び公営企業管理者の所見を伺いたい。

（ 1）優先交渉権者の選定理由についてどうか。

［答］

次に、大綱3点目、みやぎ型管理運営方式

についての御質問のうち、 メタウォーターグ

ループを選定した理由についてのお尋ねにお

答えし1にし王亦。

優先交渉権者の選定に当たっては、 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、全ての審査項目に

おいて、いずれも高い評価を得た「メタウォ

ーター株式会社」 を代表とする企業グループ

が選定されました。

提案内容のうち、特に評価が高かったもの

は、本企業グループの構成企業が共同出資す



公営企業管理者答弁 遠藤伸幸議員3－（2）

令和3年6月定例県議会 ~

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

村等とも十分に協議しながら、最も有効な活

用方法を検討していくこととしております。

なお、運営権者が収受する今後の水道料金

については、現在見通している 「供給水量」

と、 「物価」による変動などに限定される制度

となっていることから、運営権者側の理由に

問3

（2）優先交渉権者が提案したコスト削減による、将来的な水道料金の抑制や管路更新への効果はどう

か。また、提案通りのコスト削減ができなかった場合の料金への影響はどうか。

［答］

大綱3点目､~みやぎ型管理運営方式につい

ての御質問のうち、水道料金や管路更新に関

する効果及びコスト削減ができなかった場合

の影響についてのお尋ねにお答えV'にし王ホ。

優先交渉権者からは、県が現行体制で事業

を継続した場合の総事業費3， 314億円に

対し、 337億円のコスト削減が提案され

ております。

このことにより、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ものと考

えており、 ､1，,ﾂの 効果の活用については、事

業ごとの経営状況を見定め、今後、関係市町

よる料金への影響はありません。



公営企業管理者答弁

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

問3

（3）優先交渉権者の提案では、維持管理業務を担う新地域水事業会社が設立されるが、同社に対する

モニタリングはどのように行うのか。

［答］

次に、新0M会社に対するモニタリングに

ついての御質問にお答えいたします。

新たに設立された○M会社の業務は、水質

管理や運転管理・保守点検等であるため、業

務の運営状況や結果については、 SPCを通

じて県が報告を受け、モニタリングを行うこ

ととなります。

さらに、OM会社は、 SPCと連携して事

業の中心的な業務を担う重要な会社となるこ

とから、経営状況についても、 SPCと同等

に財務諸表や財務指標について、県が報告を

受け、継続して監視できる仕組みとしたとこ

ろであります。

一



公営企業管理者答弁 遠藤伸幸議員3－（4）

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

た事案が発生し県が相談を受けた場合には、

事案によっては、運営権者の業務を調査・審

議いただく法務などの有識者で構成する、経

営審査委員会からも参考意見をいただくなど、

適切に対応することとしております。

なお、県に対して、 同様の開示請求がなさ

れた場合には、県の情報公開条例に基づき、

県民の知る権利を尊重し、県の保有する情報

の公開に努めてまいります。 ~

問3

（4）運営権者の情報公開に関し、開示請求者からの再検討要請に係る対応については第三者性の担保

を疑問視する声があり、県としても対応することを明確にしてはどうか。

［答］

次に、情報非開示に対する再検討要請に係

る第三者性の担保と県としての対応について

の御質問にお答えいたします。

~ SPCの情報公開取扱規程においては、開

示内容に対しで不服の申立てがあった場合に

は、外部の専門家に不開示判断の妥当性につ

いて確認を依頼することとしております。

妥当性の判断は、親会社の法務部門や顧問

弁護士が行うこととしており、再検討の結果

については、判断を行った者を明示するなど、

客観性を担保した対応がなされるものと考え

ております。

また、 不開示に対する不服申立といつ



公営企業管理者答弁 遠藤伸幸議員3－（5）

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

めてまいります。

私からは以上でございます。

問3

（5）みやぎ型管理運営方式の導入により、これまで運転管理業務を担ってきた民間企業が交代となる

が、円滑かつ確実な業務引継に必要な期間及び県の支援についてどうか。

［答］

次に、事業開始に向けた引継ぎ期間と県の

支援についての御質問にお答えいたします。

みやぎ型管理運営方式の対象事業は、代替

性のない社会資本であることから、事業の継

続性を確保するため、 円滑な事業引継ぎが極

めて重要であると認識しており、現在の委託

者等には、運営権者に対する引継ぎ義務を課

しております。

具体的な引継ぎの期間につきましては、半

年程度を見込んでおり、県といたしましては、

今定例会へ提案している事業実施に関連する

議案の議決をいただけたならば、運営権者や

委託業者等とともに円滑で確実な引継ぎに努



遠藤伸幸議員4

｜企画部長答弁｜

令和3年6月定例県議会

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨

への掲示を依頼するなど、重点を置いて対応

してまいりました。 ~

今後と,も、 ヘルメット着用の普及状況を注

視しつつ、高等学校をはじめ、各方面に周知

を呼び掛けるなど、 関係機関と十分に連携を

図りながら、着用率の向上に取り組んでまい

問4 自転車の安全利用の促進について

自転車事故においては、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促進対策及び義務化について、知事及び教育長の所見を伺いたい。

［答］

大綱4点目、 自転車の安全利用の促進につ

いての御質問にお答えいたします。

県では、今年4月の自転車安全利用条例の

施行に向けて、県政だよりや、新聞・ラジオ

など様々なメディアを活用した広報のほか、

各市町村、教育機関、県警察、 関係団体等を

通じた啓発チラシの配布などを実施してまい

りました。

こうした中で、ヘルメットの着用について

は、その必要性に対する自転車利用者の理解

が特に重要であることから、ヘルメット着用

に特化したチラシを作成し、学校等の駐輪場

ります。

私からは以上でございます。

｜

I

l

l



遠藤伸幸議員4

令和3年6月定例県議会 ｜教育長答弁｜

遠藤伸幸議員一般質問回答要旨
県教育委員会としましては、 自転車利用時

の事故被害を軽減するため、生徒などに、積

極的なヘルメット着用を促していく必要があ

ると考えており、 引き続き、企画部や県警察

本部など関係機関と連携を図るとともに、学

校や保護者の意見も踏まえながら、着用率を

上げるための様々な方策について、更なる検

討を進めてまいります。

以上でございます。

問4 自転車

自転

におけ

卜の着用率は低調である。高校

教育長の所見を伺いたい。

の安全利用の促進について

車事故においては、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

るヘルメット着用の促進対策及び義務化について、知事及び教育長の所見を伺い

［答］

次に、大綱4点目、 自転車の安全利用の促

進についての御質問にお答えいたします。

高校における自転車乗車時のヘルメット着

用については、教職員に対する学校安全教育

~指導者研修会等での周知や、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、ヘルメッ

ト着用の協力を促してまいりました。

また、 こ~うした取組に加え、県警察本部と

主催する今年度の「みやぎ高校生サイクルサ

~ ミット」においては、高校生同士がヘルメッ

トの着用を含めた安全な自転車利用について

議論し、意識を高めていく予定としておりま

す。 ~
0

~


