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令和４年度 

予算編成及び政策に関する要望 



2 
 

はじめに 

 

村井知事におかれては、去る10月 31日に行われた宮城県知事選で５期目の当

選を果たされました。4 期 16 年の実績が多くの県民に評価された結果であり、

公明党県議団として、心から祝意を表します。 

引き続き、卓越したリーダーシップと実行力を発揮され、復興の完遂や富県戦

略の推進、県民福祉の向上にまい進されますことをご期待申し上げます。 

また、世論が割れている政策については、県民の理解と共感が得られる結論と

なるように、不安や心配の声を真摯に受け止め、説明を尽くすなど、県民に寄り

添った丁寧な取り組みを強く求めたいと思います。 

 

さて、令和 4 年度は、東日本大震災から 12 年目を迎えますが、被災者の心の

ケアや風評被害の払拭など、復興の完遂に向けた課題は依然として多く、また、

県民生活や地域経済に甚大な影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症へ

の対応も喫緊の課題であります。 

公明党県議団ではこの度、県政の諸課題の解決をめざし、令和4年度に実施し

て頂きたい諸施策についてまとめました。いずれも、県民の皆様から頂いた貴重

なご意見を基にした提言でありますので、ご賢察の上、令和４年度の予算編成等

に反映されますことを要望致します。 
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【重点要望項目】 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策関連＞ 

1．（新型コロナウイルス感染第6波への備え）  

新型コロナウイルスの感染状況は落ち着いているが、今後の感染第 6 波も懸念されているとこ

ろである。次の感染拡大に備え、コロナ対応病床や宿泊療養施設、臨時医療施設の確保、PCR
検査等の体制拡充のほか、抗体カクテル療法や、年内の実用化が見込まれる経口薬等の確保に

万全を期すとともに、ワクチンの 3 回目接種の円滑な実施に向けた準備を進めること。 
 

2.（新型コロナ後遺症相談窓口・専門外来の整備） 

新型コロナウイルスの後遺症で悩む人が増加している。専門の相談窓口を設置するとともに、

医師会や大学病院等と連携して、県内にも専門外来を開設すること。また後遺症についての理

解促進のため、県内企業・団体等への普及啓発に取り組むこと。 

 

3．（新興感染症の危機管理のあり方について） 

新型コロナウイルス感染症に関する県のこれまでの対応について、第三者委員会等を設けて客

観的に検証し、新興感染症に対する危機管理のあり方について教訓や課題を取りまとめること。 

 

4.（観光・宿泊事業者への支援拡充） 

コロナ禍の中で大きく落ち込んだ宿泊・観光事業は、みやぎ宿泊割キャンペーンの効果もあり、

客足が戻りつつある状況にあるが、今後、国が実施予定の Go-To キャンペーンを補足する相乗

効果のある県独自の観光・宿泊キャンペーンを実施するなど観光・宿泊事業者の支援策を講じ

ること。 
 

5．（中小企業の経営支援） 

コロナ禍による生活習慣や社会環境の変化で、大きな影響を受けている県内中小企業が事業を

継続できるよう、政府の経済対策に連動して県独自の上乗せや補完を行い、資金繰りや事業再

構築等を強力に支援すること。 

 

6.（文化・芸術イベントの需要喚起対策） 

コロナ禍で甚大な打撃を受けた文化・芸術関係者を支援するため、イベントやコンサート等の

開催支援、チケット代の購入補助等の需要喚起策を行うこと。 
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1.（人間の復興） 

東日本大震災から丸 10 年が経過し、復興まちづくり等のハード整備については概ね完了した

が、被災者の心のケアやコミュニティーの形成、生業の再生などのソフト面での対策は今後も

継続して取り組む必要がある。最後の一人が「人間の復興」を成し遂げるまで、これらのソフ

ト対策の充実にしっかりと取り組むこと。 

 

2.（震災の風化防止）  
震災の記憶と教訓を後世に伝承する為の震災遺構・伝承館を最大限に生かすために、石巻南浜

津波復興祈念公園の中核施設「みやぎ東日本大震災津波伝承館」のセンター機能を強化すると

ともに、県外の震災遺構・伝承館施設も含めた連携を図る事ができるようにすること。また、

県内の震災遺構や伝承館において、語り部活動の拠点として機能の強化を図ること。 
 

3.（東京電力福島第一原発の多核種除去設備等処理水の処分について） 

東京電力福島第一原発の多核種除去設備等処理水の処分については、海洋放出以外の検討をし

っかり進めること、併せて、国と東京電力ホールディングス株式会社に万全な風評被害対策と十分な

賠償責任を求めること。 

 

4.（県行政のデジタル化の推進） 

県は昨年 9 月に「みやぎデジタルファースト宣言」を発表し、県行政のデジタル化を加速し県

民の利便性を向上させることを宣言した。この宣言に基づき、県有施設の利用予約や許可証の

発行など、各種の手続きがオンラインで完結するよう、電子申請サービスを早急に拡充するこ

と。また、各種の電子手続きがワンストップでできる、より分かりやすいポータルサイトを開

設すること。 
 
5. （米価下落対策） 

2021 年産米の概算が大幅に下落した。「受給改善と消費促進、来期作付けの支援が急務になっ

ている」ことを踏まえ、11 月議会に提出予定の補正予算案に盛り込んだ対策を早急に実行に移

すとともに、将来的には、大豆、麦、飼料用米、園芸作物等の作付けを拡大し、農業担い手の

所得向上と競争力の高い農業の実現のための支援体制を構築すること。 
 

6.（鳥インフルエンザ対策） 

今シーズンは世界的にも鳥インフルエンザ発生が相次ぐ非常事態とされている。家きん飼養者

等へ日頃から綿密な臨床観察の実施等について改めて指導するとともに全県的に警戒が必要

である旨、関係者に周知すること。さらに、県としては迅速な防疫措置の実施が可能となるよ

うな体制を再確認すること。 

 
7.（鳥獣被害対策の強化） 

イノシシやシカなどによる農作物被害の軽減や人的被害の防止のため、鳥獣被害対策予算をさ
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らに拡充すること。また、猟友会員の技能向上と負担の軽減に向け、県のクレーン射撃場にラ

イフル銃の練習ができる射撃場を併設すること。さらに、県内で捕獲されたイノシシ肉のジビ

エ利用の再開をめざし、出荷制限の解除に向けた取り組みを進めること。 
 

8.（４病院の再編構想について） 

県立がんセンター及び県立精神医療センター、仙台赤十字病院、東北労災病院の4病院 2拠点

化構想については、再編の必要性やメリット等をデータに基づいて関係市町村や地域に丁寧に

説明するとともに、既存病院の立地自治体の意見をはじめ患者・家族、病院職員、地元の地域

住民の声を重く受け止め、不安の解消と地域医療の確保に向けた具体的な対策を講じること。 

 

9.（#7119の 24時間化） 

総務省の救急安心センター事業#7119 については、今年度から特別交付税措置がなされ、導入

自治体には費用の半額が交付されることとなった。本県のおとな救急電話相談#7119 は現在、

平日夜間と休日に限定されているが、県民の安心確保と救急車の適正利用を推進するため、早

期に24時間化すること。 

 

10.（結婚支援の拡充） 

新婚世帯に引っ越し費用などを最大 60 万円給付する「結婚新生活支援事業」について、全市

町村で実施できるよう、県が主導して拡大を図るとともに、新婚世帯や結婚を予定するカップ

ルが協賛店舗で割引等のサービスを受けられる「結婚応援パスポート事業」を本県でも実施す

ること。 

 

11.(次世代放射光施設を核とした企業集積) 

令和 6 年度の運用開始が予定されている東北放射光施設を核とした企業集積を促進する為に、

研究・開発を中心とする中小のベンチャー企業等にも、マッチングするような「みやぎ企業立

地奨励金」の要件緩和や新たな制度創設を行うこと。 
 
12.（女川原発周辺の避難道路の整備促進） 

女川原発の重大事故時における避難計画の実行性を担保する為に、牡鹿半島部を含む沿岸部と内

陸部を結ぶ東西連携軸を強化する幹線道路網の整備や、孤立解消に向けた離・半島部の道路整備

等の「防災道路ネットワーク」を重点的に進め、早期完成に努めること。 

 

13.(盛土の崩落防止対策) 

今年7月に発生した静岡県熱海市の盛土崩落事故を受けて、県では県内の盛土の点検作業を進

めているが、不適切な盛土が発見された場合には、早急に撤去等の是正措置を図ること。また、

県政だより等で盛土の点検結果及び、県土砂条例の趣旨を広く周知するとともに、県民からの

情報提供も呼びかけ、不適切な盛土の早期発見・対処に努めること。 
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14.（不登校児童・生徒への支援） 

「みやぎ子どもの心のケアハウス」の活動支援、民間の「フリースクール」の活用やスクール

カウンセラー、心のサポートアドバイザーなどの専門家の活用を通じて、不登校やいじめ等、

学校生活に困難を抱えるようになった児童生徒について、個々の状況に応じた心のケアを行う

こと。 
 

15.（自転車の安全運転の促進） 

今年度から施行された自転車安全運転条例に伴い、学童期から高齢期までの各段階に応じた交

通安全教育，啓発やヘルメット着用の推進、自転車損害賠償保険等への加入の情報提供や啓発

など県として取り得る責務に万全を期すこと。特に自転車事故が多い高校生については、ヘル

メットの着用義務化や着用モニター校制度の導入など特段の安全対策を講じること。 

 

  



7 
 

 

【１】震災・復興関係 
 

1.（人間の復興） 再掲 

東日本大震災から丸 10 年が経過し、復興まちづくり等のハード整備については概ね完了した

が、被災者の心のケアやコミュニティーの形成、生業の再生などのソフト面での対策は今後も

継続して取り組む必要がある。最後の一人が「人間の復興」を成し遂げるまで、これらのソフ

ト対策の充実にしっかりと取り組むこと。 

 

2.（心の復興）  

次世代を担う子ども達を含む「健康」や「心のケア」の支援策についての十分な財源と、教職

員復興加配措置を始めとした人的資源の確保を継続して実施するとともに、震災後に出生した

子どもについても、「心のケア対策事業」の補助の対象として明確に規定するよう国に求める

こと。 
 

3.（集団移転地や復興公営住宅のコミュニティー形成支援） 

集団移転地と復興公営住宅に住んでいる被災者へのアンケート調査を毎年定期的に実施し意

見・要望を吸い上げ、どのような問題を抱えているのか把握すること。その上で適切な対応を

実施すること。また住民が集いあえる「サロン」の立ち上げや高齢者と子どもが触れ合うよう

な総合的な施策を継続して行うこと。 

 

4.（震災の風化防止） 再掲 

震災の記憶と教訓を後世に伝承する為の震災遺構・伝承館を最大限に生かすために、石巻南浜

津波復興祈念公園の中核施設「みやぎ東日本大震災津波伝承館」のセンター機能を強化すると

ともに、県外の震災遺構・伝承館施設も含めた連携を図る事ができるようにすること。また、

県内の震災遺構や伝承館において、語り部活動の拠点として機能の強化を図ること。 
 
5.（風評被害の払拭） 

風評被害の払拭に向けては、食品と放射能に関する正しい知識の涵養により、全国の消費者に対し

て、本県産品等の安全性についての理解を増進させる取組を国に一層強く求めるとともに、本県の

発信力を更に高めること。 

 

6.（東京電力福島第一原発の多各種除去設備等処理水の処分について） 再掲 

東京電力福島第一原発の多各種除去設備等処理水の処分については、海洋放出以外の検討をし

っかり進めること、併せて、国と東京電力ホールディングス株式会社に万全な風評被害対策と十分な

賠償責任を求めること。 

 

7.（在宅被災者支援について） 
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東日本大震災により住宅が被害を受けたものの、十分に補修することができず経済的に困窮し

ている「在宅被災者」について、市町村やNPO法人等と連携して実態を把握し、住居の確保や

生活再建に向けてきめ細やかな支援策を講じること。また、被災者一人一人の実情に応じた生

活再建を支援する「災害ケースマネジメント」の制度化を検討すること。 

 

8.（被災者生活再建支援制度の拡充）                 

被災者の生活を早期に再建させることは、イコール住宅の再建といっても過言ではない。大規

模な災害発生時には建設資材や人件費が高騰し、現状の再建支援金では住宅再建には充分では

ないことは明らかである。よって国に対し生活再建支援金の拡充が為されるよう、制度改正を

強く働きかけること。 
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【２】総務・企画関係 
 

1．（新興感染症の危機管理のあり方について） 再掲 

新型コロナウイルス感染症に関する県のこれまでの対応について、第三者委員会等を設けて客

観的に検証し、新興感染症に対する危機管理のあり方について教訓や課題を取りまとめること。 

 

2.（私学助成拡充について） 

私立学校は学校ごとに建学の精神に基づいた独自性ある教育を展開しており、将来性豊かな学

生を育てている。県としては私学における教育の重要性に鑑み、公私間格差を生じさせないよ

う、私学助成について必要予算を確保すること。 

 

3.（歳入確保対策について） 

行政によるネーミングライツは、広告による歳入確保策として定着してきている。県としても

適否の判断をした上で積極的に取組み、施設、道路、橋梁、ダム等で展開すること。 

 

4.（地方バス路線の支援について） 

採算の合わない地方バス路線の維持については、地方に生活する住民にとって大きな課題とな

っている。県としてこうした不採算路線に対する支援を継続すると共に、自治体が行っている

自主運行バス事業に対する県単独補助制度を拡大すること。 

 

5.（消防組織の編成について） 

全国的に消防団のなり手が不足している中で、「機能別消防」との考え方が普及している。 

宮城県庁でもこの機能別消防団を組織して、中心部での火災残火処理や通行管理業務等、出来

る範囲での消防団活動を検討すること。 

 

6.（インフラの適切な維持管理及び長寿命化対策） 

「宮城県公共施設等総合管理方針」及び「個別施設計画」に基づき、適切に施設の維持管理・

長寿命化対策を講じるとともに、多数の人が集まる建築物については、釣り天井やエレベータ

ーなど非構造部材の耐震化を促進すること。 

 

7.（県行政のデジタル化の推進） 再掲 
県は昨年 9 月に「みやぎデジタルファースト宣言」を発表し、県行政のデジタル化を加速し県

民の利便性を向上させることを宣言した。この宣言に基づき、県有施設の利用予約や許可証の

発行など、各種の手続きがオンラインで完結するよう、電子申請サービスを早急に拡充するこ

と。また、各種の電子手続きがワンストップでできる、より分かりやすいポータルサイトを開

設すること。 
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【３】農林水産関係 
 

1. （米価下落対策） 再掲 

2021 年産米の概算が大幅に下落した。「受給改善と消費促進、来期作付けの支援が急務になっ

ている」ことを踏まえ、11月議会に提出予定の補正予算案に盛り込んだ対策を早急に実行に移

すとともに、将来的には、大豆、麦、飼料用米、園芸作物等の作付けを拡大し、農業担い手の

所得向上と高い競争力の高い農業の実現のための支援体制を構築すること。 

 

2.（鳥インフルエンザ対策） 再掲 

今シーズンは世界的にも鳥インフルエンザ発生が相次ぐ非常事態とされている。家きん飼養者

等へ日頃から綿密な臨床観察の実施等について改めて指導するとともに全国的に警戒が必要

である旨、関係者に周知すること。さらに、県としては迅速な防疫措置の実施が可能となるよ

うな体制を再確認すること。 

 
3．（競争力のある農業実現に向けての取り組み強化）  

全国トップクラスの大区画水田整備率や園芸栽培に適した気候や立地条件を活かし、アグリテ

ックによる労働生産性の高い水田農業や畜産経営を展開するとともに、食品産業と連携しなが

ら園芸の生産を拡大すること。 
 

4.（農林水産物の輸出促進） 

農林水産物等の輸出額を倍増するため、風評対策を取りながら、品目別・国別の輸出戦略を着

実に実行し6次産業化など高付加価値化を推進し、所得の向上や地域の活性化へつなげること。 

 

5.（多様な担い手の確保） 

農林水産業において女性・若者・障害者など多様な担い手が活躍できるよう、新規就農・就業

の支援策を拡充するとともに、県内への移住に係る費用の助成や、農地付き空き家に関する規

制緩和等を市町村と連携して推進すること。 

 

6.（鳥獣被害対策の強化） 再掲 
イノシシやシカなどによる農作物被害の軽減や人的被害の防止のため、鳥獣被害対策予算をさ

らに拡充すること。また、猟友会員の技能向上と負担の軽減に向け、県のクレーン射撃場にラ

イフル銃の練習ができる射撃場を併設すること。さらに、県内で捕獲されたイノシシ肉のジビ

エ利用の再開をめざし、出荷制限の解除に向けた取り組みを進めること。 
 

7.（水産業の振興） 

 温暖化の影響により、鮭や秋刀魚など不漁が続いている一方、ブリなどの本来暖かい海の魚

が多く獲れており、「魚種交代」が指摘されている状況にある。魚種資源の調査把握に努める

とともに、打撃を受けている水産漁業者・加工業者の転換を支援し、養殖業の強化を図ること。 
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特に、業種交代前施設購入の際の補助金の返還が重なり、二重ローンとなることが問題となっ

ているため、利子補給などの軽減対策を講じること。 

 

8.（環境負荷の少ない養殖業の推進） 

水産加工業者の安定した原料調達手段として、陸上養殖への関心が高まっている。閉鎖循環式

陸上養殖技術の導入など、県としても実用化への道筋をつけること。 
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【４】環境・福祉関係 
 

1．（新型コロナウイルス感染第6波への備え） 再掲  
新型コロナウイルスの感染状況は落ち着いているが、今後の感染第 6 波も懸念されているとこ

ろである。次の感染拡大に備え、コロナ対応病床や宿泊療養施設、臨時医療施設の確保のほか、

抗体カクテル療法や、年内の実用化が見込まれる経口薬等の確保に万全を期すとともに、ワク

チンの 3 回目接種の円滑な実施に向けた準備を進めること。 
 
2.（新型コロナ後遺症相談窓口・専門外来の整備） 再掲 

新型コロナウイルスの後遺症で悩む人が増加している。専門の相談窓口を設置するとともに、

医師会や大学病院等と連携して、県内にも専門外来を開設すること。また後遺症についての理

解促進のため、県内企業への普及啓発に取り組むこと。 

 

3.（４病院の再編構想について） 再掲  

県立がんセンター及び県立精神医療センター、仙台赤十字病院、東北労災病院の4病院 2拠点

化構想については、再編の必要性やメリット等をデータに基づいて関係市町村や地域に丁寧に

説明するとともに、既存病院の立地自治体の意見をはじめ患者・家族、病院職員、地元の地域

住民の声を重く受け止め、不安の解消と地域医療の確保に向けた具体的な対策を講じること。 

 

4.（#7119の 24時間化） 再掲 

総務省の救急安心センター事業#7119 については、今年度から特別交付税措置がなされ、導入

自治体には費用の半額が交付されることとなった。本県のおとな救急電話相談#7119 は現在、

平日夜間と休日に限定されているが、県民の安心確保と救急車の適正利用を推進するため、早

期に24時間化すること。 

 

5.(初期救急医療体制の充実) 

初期救急医療体制の充実に向けて、夜間・休日対応の急患センターの増設及び、民間の救急ク

リニックの誘致を促進するなどの取り組みを行うこと。 

 

6.（結婚支援の拡充について） 再掲 

新婚世帯に引っ越し費用などを最大 60 万円給付する「結婚新生活支援事業」について、全市

町村で実施できるよう、県が主導して拡大を図るとともに、新婚世帯や結婚を予定するカップ

ルが協賛店舗で割引等のサービスを受けられる「結婚応援パスポート事業」を本県でも実施す

ること。 

 

7.（妊娠・出産に関する支援の充実） 

不育症の検査・治療費に関する助成制度を導入するとともに、産後ケア事業については早期

の全県展開へ、実施自治体の拡大を推進すること 
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8.（子どもに関するオンブズマン制度の構築） 

国では、「子ども家庭庁」や「子ども基本法」の制定で子どもを権利の主体として位置づけ、子

どもの幸せを目指す動きがある。県としてもこの動きに呼応して、子どもに関連する人や子ど

も自身からのものを含む苦情申し立てに対応して、必要な救済を行うオンブズマン制度の構築

を検討すること。 

 

9.（保育士の確保対策について） 

保育士の所得向上や家賃補助など待遇の改善に向けた取り組みを強化すること。また、保育の

質向上へ、企業主導型保育所など認可外保育施設の保育士への研修支援を充実させること。 

 

10．（重層的支援体制整備事業について） 

介護や子育て、貧困等の課題に包括的に対応する「重層的支援体制整備事業」について、早期

に全市町村で実施できるよう、県として支援の充実を図ること。 

 

11.（訪問介護職員の待遇改善） 

介護職員の中でも特に人手不足が深刻な訪問介護職員について、県として実態調査を実施する

とともに、待遇改善に向けた支援策を講じること。 

 

12.（母子・父子家庭医療費助成制度と心身障害者医療費助成制度） 

母子・父子家庭医療費助成制度と心身障害者医療費助成制度について、現在の償還払い方式か

ら現物給付方式に改め、一人親世帯や障がい者世帯の一層の負担軽減を図ること。 

 

13．（ゆずりあい駐車場利用制度の改善）  

「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」については、着実に設置施設が増加しているが、許可証

対象者の交付はなかなか進んでいない状況である。障がい者等が、より許可証を取得しやすい

環境づくりをめざし、県の保健福祉事務所だけでなく市町村の福祉窓口でも交付できるよう求

める。 

 

14.（障害者手帳のカード化）  

令和元年 4 月から障害者手帳のカード化が自治体の判断で可能になった。当事者からは、利便性向

上や破損防止のほか、プライバシー保護の観点からも手帳のカード化を求める声が上がっていること

から、合理的配慮の一環として本県でも障害者手帳のカード化を早期に実現すること。 

 
15.（てんかん医療体制の整備） 

てんかん診療拠点病院を中心として、地域診療連携の体制は整備されてきているが、患者側か

ら見るとアクセスポイントは依然不十分であり、正しい治療にたどり着くことが出来ない患者

も多く存在する。拠点病院と医療機関の機能的連携、医療従事者への継続的研修の充実、一般

市民向けの啓発活動強化などの対策を講じること。 
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16.（医療的ケア児・者への対応について） 

医療的ケアを必要としている子どもたちにとって、心身の健全な成長のためには適切な母子分

離の対応が必要である。したがって県は各自治体と連携し通学時における支援体制の整備や、

校外学習時の看護師の手配、カニューレ抜去時のマニュアル作成等を進め、保護者への過度な

負担を減らすことに取り組み、切れ目ない支援体制を構築すること。 

 

17.（新生児聴覚検査費用の助成及び検査体制の構築について） 

新生児聴覚検査は、地方交付税による財源措置の対象となっているが、県内の全ての市町村が

聴覚検査の公費助成を実施していない。全自治体に公費助成の導入を促すとともに、県独自の

助成を行うこと。 

 

18．（読書バリアフリー法に基づく計画の策定） 

令和元年 6 月に施行された「読書バリアフリー法」に基づき、政府は昨年 7 月に基本計画を策

定した。同法では各地方公共団体でも計画を策定する努力義務を課しており、本県でも視覚障

害者団体等の御意見を伺いながら、本県の実情に即した計画を策定すること。 
 
19.（新幹線騒音について） 

県は JR に対し、環境基準を超過している地域の新幹線の騒音対策を早急に実施することを強

く要望すること。また仙台市太白西中田地域の騒音対策については、JR の実施する 75 ㏈対策

以外に環境基準を超過する箇所については、速度ダウン等の騒音対策を早急に講じることをJR

に要望すること。 

 

20.（動物虐待防止対策について） 

動物虐待の罰則を厳格化した動物愛護法改正を踏まえ、動物虐待や多頭飼育崩壊などの事案を

専門に受け付ける通報・相談窓口（アニマルポリス）を設置すること。 
 
21.（文化・芸術イベントの需要喚起対策） 再掲 
コロナ禍で甚大な打撃を受けた文化・芸術関係者を支援するため、イベントやコンサート等の

開催支援、チケット代の購入補助等の需要喚起策を行うこと。 
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【５】経済・商工観光関係 
 

1.（雇用確保対策・就職支援について） 

新型コロナウイルスの影響等により雇用情勢は悪化の傾向にあったが、感染の収束に伴い、今

後は飲食業や宿泊業を中心に求人が増えることが予想される。求職者の雇用の安定を促進する

ため、昨年から実施している正社員雇用奨励金については新年度も継続して実施すること。 

 

2.（観光・宿泊事業者への支援拡充） 再掲 
コロナ禍の中で大きく落ち込んだ宿泊・観光事業は、みやぎ宿泊割キャンペーンの効果もあり、

客足が戻りつつある状況にあるが、今後、国が実施予定の Go-To キャンペーンを補足する相乗

効果のある県独自の観光・宿泊キャンペーンを実施するなど観光・宿泊事業者の支援策を講じ

ること。 
 

3．（中小企業の経営支援の拡充） 再掲 

コロナ禍による生活習慣や社会環境の変化で、大きな影響を受けている県内中小企業が事業を

継続できるよう、政府の経済対策に連動して県独自の上乗せや補完を行い、資金繰りや事業再

構築等を強力に支援すること。 

 

4.(次世代放射光施設を核とした企業集積について) 再掲 

令和 6 年度の運用開始が予定されている東北放射光施設を核とした企業集積を促進する為に、

研究・開発を中心とする中小のベンチャー企業等にも、マッチングするような「みやぎ企業立

地奨励金」の要件緩和や新たな制度創設を行うこと。 
 

5.（奨学金の返還支援の拡充） 

若者の経済的負担の軽減と県内定着を促進し、企業の人材確保を後押しするため、全国的に導

入が広がる奨学金返還支援制度について、県内の各市町村や企業に導入を促すとともに、県と

しても独自の支援制度を創設すること。 

 

6.(働き方改革の推進について) 

飲食サービス業や建設業等、県内の中小企業における働き方改革の促進やハラスメントの根絶

に向け、労働者を対象とした相談窓口の周知徹底を図るとともに、「みやぎ働き方改革宣言企

業・実践企業」への登録企業の飛躍的な拡大を推進すること。 
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【６】建設・企業関係 
 

1.（県管理河川の早期整備の推進）                       

最近のゲリラ豪雨や台風の影響に伴う大雨により県内全域に洪水・冠水の被害が頻発しており、

関東・東北豪雨においては河川堤防が決壊するなど甚大な被害が生じている。しかしながら県

管理河川の整備率は４割程度である。地域の安心・安全の確保に向けて早期の整備のための予

算確保を求める。 

 

2.（中小河川も含めた浸水想定区域図の促進とハザードマップ作成支援）   

台風 19 号で堤防が決壊した 18 河川のうち、洪水予報河川あるいは水位周知河川以外の 16 河川は

浸水想定区域図の作成を進めているが、それ以外の県管理の中小河川についても可能な限り作成

を推進し、速やかにハザードマップに反映できるように市町村との連携を図ること。 

 

3.（女川原発周辺の避難道路の整備促進） 

女川原発の重大事故時における避難計画の実行性を担保する為に、牡鹿半島部を含む沿岸部と内

陸部を結ぶ東西連携軸を強化する幹線道路網の整備や、孤立解消に向けた離・半島部の道路整備

等の「防災道路ネットワーク」を重点的に進め、早期完成に努めること。 

 

4.（県営住宅の空き家対策の推進）  

県営住宅における空き家が急増し、家賃収入の減少が県財政を圧迫するとともに町内会活動にも悪

影響を及ぼしている。一方で、ひとり暮らし高齢者の住宅セーフティネットの拡充も求められているとこ

ろであり、より入居しやすい県営住宅をめざし、入居要件の緩和や、保証人の廃止、風呂設備の導入

支援など入居者負担の軽減を検討すること。また、空き家が多い団地については、福祉団体やＮＰＯ

などにも貸し出すなど有効活用を図ること。さらに浴室のない老朽団地は、住民の理解を得ながら、

建て替えや廃止を検討すること。 
 

5.（旧笊川排水機場の整備） 

旧笊川排水機場の整備については、令和 3 年～4 年で概略・詳細設計、令和 5 年～7 年にかけ

て外構・設備工事、令和8年から運用が開始される。工事工程とおりに完成できるように十分

な予算措置を行うこと。 

 
6.（七北田川の河川整備） 

七北田川水系河川整備計画変更に伴い赤生津大橋上流部の整備も進めることになり、治水の目

標が変更になりました。河川巡視、施設点検を継続的な点検・定期的な実施を行い、堆積土砂

の撤去、樹木の伐採を進めること。 
 

7.（ダムの異常洪水時防災操作時の放流警報の周知） 
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ダムの異常洪水時防災操作時、県管理ダムの支流や県管理河川流域において、警報区間外のダ

ム放流警報が届かない人口や資産が集積している河川背後地へのダム放流情報の速やかな周

知については、市町村管理の防災行政無線、広報車等の伝達媒体で、ダム放流情報を確実に住

民に周知できるようなマニュアルの作成を市町村と連携して行い、避難情報発令の際に用いら

れるエリアメール等で市町村から発信してもらうなどの検討を市町村と協議することを求め

る。 

 

8.(盛土の崩落防止対策) 再掲 

今年7月に発生した静岡県熱海市の盛土崩落事故を受けて、県では県内の盛土の点検作業を進

めているが、不適切な盛土が発見された場合には、早急に撤去等の是正措置を図ること。また、

県政だより等で盛土の点検結果及び、県土砂条例の趣旨を広く周知するとともに、県民からの

情報提供も呼びかけ、不適切な盛土の早期発見・対処に努めること。 

 

9.（みやぎ型管理運営方式について） 

上工下水道の「みやぎ型管理運営方式」については、事業の確実な実施に向けて県による監視・

指導体制を万全にするとともに、県民の理解を得ていくため、より分かりやすいウェブサイト

を構築し、制度の概要やＱ＆Ａのほか、水質の測定値などをタイムリーに情報発信をしていく

こと。また、事業に関するセミナー等も定期的に開催し、事業の現況について、県民に直接報

告する機会を設けること。 
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【７】文教・警察関係 
            

1.（いじめ防止に向けた相談態勢の充実） 

いじめの防止に向けて、宮城県いじめ防止対策推進条例と実施計画に基づく施策を着実に推進

するとともに、仙台市が設置している第３者の専門家からなる相談機関を、高校生・他市町村

向けに県でも設置し、相談支援態勢を充実させること。 

 
2.（不登校児童・生徒への支援） 再掲 
不登校の児童生徒の支援拠点として各市町村で開設している「みやぎ心のケアハウス」について、各

市町村が運営を継続できるよう、引き続き県として財政支援を行うこと。また、不登校児童生徒への支

援策について、教職員への周知徹底を図るため情報発信を充実すること。 
 
3.（夜間中学の開設）                             

戦後の混乱期の中で学校に通えなかった人や、小中学校で不登校になった人、外国籍の人など、

様々な理由で十分に義務教育が受けられなかった人たちの学び直しを支援する公立の「夜間中

学」を県内に開設すること。 

 
4.（学力向上への取り組み） 

本県の小中学校における学力については、以前から全国平均を下回る現状である。教員の指導

力向上の為の研究を推進し、公開研究授業などに積極的に取り組むこと。又県独自の学力調査

について継続実施し、有効な対策を講じること。 

 
5.（県立高校の避難所指定） 

コロナ禍において災害が発生した際に分散避難が推奨されている。県立高校においては現在 90 校

中 52 校が避難所として指定されているが、さらに避難所として活用できれば地域では避難先の選択

肢が増え、密の回避に繋がる。県として県立高校の避難所指定に関し、仙台市を含む自治体側と協

議を行うこと。 

 

6.（公立学校のトイレ様式化及び自動水栓の導入） 

県内の公立学校の適正便器数のうち洋式率は高校で 63％、中学校で 88％、特別支援学校で 77％

となっている。目標の 100％までは令和 10 年度までかかる見通しだが、予算を前倒し等も含め早期

に実現すること。また、コロナ対策として、手を触れなくても手洗いができる自動水栓の導入を進める

こと。 

 

7.（学校現場における児童・生徒への配慮） 

外見上は健常に見える子どものうち、インスリン注射が必要な１型糖尿病の子や起立性調節障

がいの子ども、さらには内部疾患を患っている子ども等、一定の配慮を必要としている児童・

生徒に対して、各教員間で支援や配慮の情報を共有し、安心して学校生活が送れるよう徹底す
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ること。 

 

8.（特別支援学校の狭隘化対策）                       

狭隘化が深刻化している特別支援学校に関しては、特に仙台圏においてその傾向が顕著であり

早急に支援学校の新設が必要である。太白区秋保の旧拓桃療育支援センター跡地に新設する特

別支援学校については、できるだけ早期に開校できるよう、スピード感を持って整備を進める

こと。また、普通学校の空き教室などの利用も含めた狭隘化の解消を図ること。 

 

9.（県立聴覚支援学校における教員研修の習得） 

県立聴覚支援学校において、教員に対し月1回の手話専門研修が実施されているが、十分な研

修とは言えない。最低でも週1回の研修と、新たに赴任してきた教師には事前研修の実施の義

務化を求める。また、ようやく手話を習得した教員が転勤するといったことが多く、聴覚支援

学校の特性に配慮した教員の在任期間にすることを求めるものである。 

 

10.（小中学校施設に防犯カメラの導入） 

近年、子どもたちが被害者になる痛ましい事件が全国的に起きており、大きな社会問題になっ

ている。通学路や小中学校に防犯設備(防犯カメラや通報システムなど)の導入を市町村と連携

して計画的に進めることを求める。 

 

11.（警察署の建て替え促進について） 

老朽化した警察署の建て替えについて、現行計画では一署ずつ実施する予定となっているが、

完了までに時間を要してしまい、狭隘化や駐車スペースの不足等、県民の利便性改善が極めて

遅れてしまう。今後立て替えに関しては同時進行で複数署の設計・建設を行えるよう国に働き

かけること。 

 

12.（警察OB活用） 

現職警察官一人当たりの県民人口については、本県は全国の中でも負担が多くなっている。よ

って各署における相談業務や空き交番へのフォローなどについて、警察ＯＢ等人材活用をさら

に積極的に進めること。 

 

13.（自転車の安全運転の促進） 再掲 

今年度から施行された自転車安全運転条例に伴い、学童期から高齢期までの各段階に応じた交

通安全教育，啓発やヘルメット着用の推進、自転車損害賠償保険等への加入の情報提供や啓発

など県として取り得る責務に万全を期すこと。特に自転車事故が多い高校生については、ヘル

メットの着用義務化や着用モニター校制度の導入など特段の安全対策を講じること。 

 


