
日本共産党県議団の大内真理です。          (⑪12 月 7 日 14 時から） 

 

【大綱１ 日本共産党県議団で取り組んだ被災者実態調査を踏まえた緊急提案】 

 

東日本大震災・東京電力原発事故から 5 年 9 ヶ月を迎えようとしています。 

私たちは 9 月から、被災者の皆さんの生活実態全体を把握し、必要な支援策を講ずる目的

で「仮設住宅退去後の暮らしに関する調査」を訪問・聞き取り等で行ってきました。 

約 2 カ月間で、県内各地 600 余の回答を得ています。 

集計済み 501 世帯のうち 73％が災害公営住宅、自力再建は 15％、民間賃貸住宅にお住ま

いの方は 2％でした。そして、26%の方が「暮らし向きが苦しくなった」と答えました。 

県内どの地域からも共通し出されているのは、災害公営住宅の家賃負担の重さと 4 月から

打ち切られた免除制度によって、医療費・介護料負担が生活を圧迫しているという悲痛な声

です｡ 

｢（石巻市 50 代女性）家賃の発生で消費を抑えている。左足の骨折とうつ病・糖尿病の持

病があるが病院にはバスも無くタクシーで行かざるを得ない。生活は仮設時よりとても苦し

い。」と答え、｢（宮城野区 50 代男性）家賃の算定方法を収入だけでなく支出もみて考えて

ほしい｣｢就職し一人暮らしになった娘の扶養控除が無くなった途端、家賃が 4 万円 up。娘

の収入は家計には入らない。次女の学費負担が重い｣と答えています。 

私たち独自の調査や各種団体の調査に基づき、中でも特に多かった【医療・介護料免除、

家賃軽減措置延長、コミュニティ構築・支援員増員、公共交通網の整備】の 4 点について、

日本共産党宮城県議団として緊急要望の提案をしながら質問します。 

 

1)緊急要望 1点目は、医療費・介護料免除制度復活へ県としてあらゆる努力を求めます。 

岩手県は｢半壊以上｣の被災者医療費・介護料免除制度を、対象者を限定せずに継続する英

断を行いました。宮城県は 9 自治体のみが対象者限定で制度を継続しています。 

今年 4 月には｢75 歳以上・非課税世帯｣という、最も有病率が高く生活に困窮している方々

の免除は全県で打ち切られました。 

東日本大震災復旧・復興みやぎ県民センターなど 4 団体が行っている調査結果でも、免除

が打ち切られた 505 人中、75 人が｢現在受診していない｣と答え｢経済的負担｣を理由に挙げ

ています。免除打ち切りに伴い受診回数を減らすと答えたのは 153 人。 

市町村によって継続・打ち切りの措置が異なる事については回答者の 9 割・567 人が｢納

得できない｣と答えています。 

 

①困窮する被災者を直接手当する命綱だった、被災者医療費免除制度復活を求めます。実

施主体である「後期高齢者広域連合」や「市町村」の決意を促すために、最低でも県が

市町村負担の半分を補填し、国にも追加財源をせまるべきです。いかがですか。 

 

2）緊急要望 2点目は、災害公営住宅の家賃軽減措置の延長です。 

所得から各種控除分を抜いた「政令月収」が 8 万円以下の低額所得者は、入居後 10 年間

は国の｢特別家賃低減事業｣により家賃の減額が行われています。しかし入居後 6 年目からは

段階的に家賃が上がり 10 年を超えると本来家賃に戻ります。 

お配りした資料にもあるように国が示した「公営住宅の入居収入基準」をそのまま採用し

ている多くの自治体では、例えば東松島市の 2LDK で政令月収ゼロの方の家賃は、5 年目ま



では 6,800 円だったものが 6 年目から約 2 倍の 10,400 円。8 年目、10 年目と段階的に上が

り、11 年目から本来家賃の 21,300 円となります。 

仙台市では災害公営住宅入居世帯うち 77.6％、石巻市では 81.48％。全県トータルでは

（10,895 世帯のうち）79.56％が（政令月収 8 万円以下の）特別家賃低減事業対象世帯です。 

｢（石巻市 50 代女性）今は震災の雑損控除があるので低家賃ですが、控除が無くなる来年

からは家賃が 2.5 倍にあがります。昨年大病をしたため勤務時間を 8 時間から 5 時間にして

いるので収入も減っています。｣これらの声にもあるように、今現在の生活が困窮している

方で収入が増える見込みの無い方はじめ、年金暮らしの方が、今後家賃が上がっていく事に

不安を抱くのは当然です。 

 

②知事は、災害公営住宅にお住まいの方のうち 79％が政令月収 8 万円以下との認識はお

持ちでしたか？こういった低所得者の方々は、家賃が段階的に引き上がる 6 年目以降、

生活が破綻するとは思いませんか？この方達は知事の言う｢本当に困っている人｣との

定義に当てはまりますか？伺います。 

 

③政令月収 8万円以下の方々が 6 年目以降も現状の家賃が続くよう国に対して「特別家賃

低減事業」の延長・充実をさらに強く求めるべきです。いかがですか？ 

 

④国が延長をしない時でも市町と相談して現状家賃を維持できるよう、県としても直接の

財政支援をすべきです。いかがですか？ 

 

 災害公営住宅入居者は市営住宅や県営住宅などよりも低所得者や高齢者の割合が高くな

っています。だからこそ通常よりも手厚い支援が必要なのです。 

そして、政令月収 8 万円「以上」の世帯への「被災を理由とした特別の措置」は一つもあ

りません。通常の「公営住宅」に準じているため、政令月収 15 万 8,000 円を超えた世帯は

入居後 3 年以上経過すると「収入超過者」とされ、住宅明け渡しの努力義務が生じ家賃が割

増されます。いよいよ生活再建の助走期間に入った途端、災害公営住宅から追い出される圧

力がかけられるのです。 

 

⑤災害公営住宅に安心して住み続けられるように｢公営住宅の入居収入基準｣の中にある

｢収入超過者｣という括りを適用せず、被災者が公営住宅から追い出される事のないよう、

国に強く求めるべきと考えますがいかがでしょうか。 

 

私たちの調査では、自力再建した 67 世帯のうち住宅ローンのある方は 31 世帯で「二重

ローンが重い」という声が複数寄せられています。 

岩手県の全壊世帯のうち、災害公営住宅と公的に整備された住宅用宅地は 69％であるの

に対し、宮城県は 31％と岩手県の半分以下です。 

岩手県は国の行う 300 万円の制度に 100 万円を上乗せした住宅再建支援制度をつくり、

自力再建を支援し、災害公営住宅も県自身の責任で 2,760 戸整備・計画し、医療・介護免除

制度は対象者を限定せず継続し、国にも制度充実を求め続けています。 

県独自の住宅再建支援策も無く。県営の災害公営住宅も作らない。医療・介護免除制度も

早々に打ち切る。岩手県と宮城県との差は歴然です。 

ここに、被災者に対する宮城県の冷たすぎる姿勢が端的に現れています。 



⑥女川町（ちょう）・南三陸町（ちょう）では「公営住宅の入居収入基準」そのものに町

の独自財源を補填し、全ての災害公営住宅入居者に対して最大 2分の 1家賃を減額して

います。こうした市町の努力を応援できる家賃補助制度を県独自にでもつくるべきです。

知事の決断を求めます。 

 

3)緊急要望 3点目は、｢生活支援相談員など｣をピーク時を上回る増員を求めることです。 

集落ごとの避難や転居ができなかった被災者は、その都度全く新しいコミュニティを再建

する必要に迫られ、疲弊しきっています。心身が休まらないまま生活に困窮し、生活音など

のトラブルから関係悪化が決定的となり、居場所を無くしている方も多数います。 

「心苦しいのですが．．．せめて医療費免除の支援だけでもお願いします」｢親戚に迷惑が

かかる。生活保護だけには、頼るわけに絶対いかない｣これらの言葉に現れている「怯え続

け、SOS の声さえあげられない」被災者が放置されたままです。復興計画再生期に入る宮

城県は、今からでも｢被災者一人ひとりの人間の復興｣に尽力すべきです。 

｢（石巻市 80 代男性）団地には立派な集会所がありますが、開くのは月に 1 回、会費制

のお茶会のみ。住民同士のコミュニケーションは全くとれずイザコザが絶えない。救急搬送

も多く、1 年半で死亡者は 12 人になった。会長さんは集会所をもっと利用できるようにし

てほしい。コミュニケーションが欲しい｣と答え｢仮設に居た時の方が、まだ支え合いがあっ

てマシだった｣との声も複数ありました。自治会役員の皆さんの必死の努力のかいもむなし

く孤独死がうまれはじめています。より深刻なのは、役員のなり手が無く、自治会そのもの

が作られていない災害公営住宅も多数残されていることです。 

阪神淡路大震災から 21 年間の教訓は、災害公営住宅に転居して以降の孤独死を、いかに

して予防するのかでした。応急仮設住宅入居時には最大 852 人配置されていた｢生活支援相

談員｣が、平成 28 年 4 月現在 573 人にまで減っています。 

 

⑦被災者お一人おひとりのお困り事に対応しながら、応急仮設の時に発揮されたコミュニ

ティ構築にも再度尽力いただけるよう、常駐を含む｢生活支援相談員など｣を、せめてピ

ーク時 852人を上回る増員を、市町村任せにせず県として取り組むことが必要だと考え

ますがいかがですか。 

 

⑧県保健福祉部は、これまで系統的に応急仮設入居者、民間賃貸仮設入居者の健康追跡調

査を行ってきました。このたび災害公営住宅入居者への調査が開始された事を歓迎しま

す。この調査は｢心身の健康｣に特化されています。そこで提案します。併せて生活全般

の実態やお困り事が把握できるよう、アンケート様式に自由記述欄を設けるなど項目の

工夫が求められます。いかがですか。 

 

4）緊急要望 4 点目は コミュニティバスやデマンドタクシーなど公共交通網の整備を市町

の応援をしながら行う事を求めます。 

 

転居した災害公営住宅の周辺には買い物する場所や病院が無く、バスなどの公共交通網が

あまりに少なくて移動手段が無く、タクシー利用料金が生活をますます圧迫しているという

声も多数寄せられました。 

 

⑨応急仮設住宅には配備されていたコミュニティバスやデマンドタクシーを、災害公営住



宅や防災集団移転地域に配備できるよう国に働きかけてくださいませんか。国への働き

かけも強め、県独自の補助制度も充実して市町を応援する事を求めます。 

以上大綱 1 について 9点伺うものです。 

 

【大綱 2】クリーンさを取り戻しつつある宮城県の空気や水質を「仙台パワーステーション

(石炭火力発電所)」で再び汚さないための規制強化を求める。 

 

私は、今回新設される｢石炭火力発電所｣に、健康被害や環境汚染の観点で多くの懸念を抱

いています。平成 28 年 3 月 2 日、仙台パワーステーション株式会社との間で、宮城県知事・

仙台市長・多賀城市長はじめ 7 つの自治体首長が公害防止に関する協定書を結びました。 

七ヶ浜に石炭火力発電所 3 基を有していた 1970 年代当時、宮城県が近隣市町である塩釜

市と多賀城市を｢未汚染地域｣と見解を出した事に対して、硫黄酸化物などによる周辺地域の

健康被害を懸念する民間医療機関や医学生有志の調査研究が報告されています。 

｢今現在｣汚染が低いところに、新たな汚染源が登場しようとしているのですから住民が心

配するのは当然ですし、宮城県民のための電気は１㍗も作られないとすれば尚更、多くの皆

さんの不信感は募るはずです。 

公害防止協定書 20 条には｢環境情報の公表や事業所の公開、地域住民に対する環境コミュ

ニケーションを積極的に推進する｣と明記されています。協定書に違反した場合については

21 条で｢事業者に対し、知事はじめ 7 つの自治体首長は、必要な指示を行い、事業者はこれ

に従う｣とあります。 

 

⑩この協定書の内容に即して県は、住民の安全と環境を守るために事業者に強力な指導を

行うべきと考えます。その必要性を認めますか？ 

 

「仙台パワーステーション(石炭火力発電所)」建設地から二酸化硫黄や二酸化窒素、PM2.5

などぜんそくなどの健康被害に通じる物質が到達する半径約 4Km 圏内には、小中高大学な

どの学校が 16校・病院や保育所、夢メッセや多賀城歴史博物館などの公共施設・海の杜水

族館等の集客施設が集中しています。風向きや強さによってはより、広範囲に到達します。 

 

⑪｢仙台パワーステーション（石炭火力発電所）｣新設で住民への健康被害が懸念されま

す。半径数キロ圏内の小児科や呼吸器科などに協力を頂き、小児ぜんそく・ぜんそく

の患者さんの追跡調査を、県が依頼することを求めます。いかがですか？ 

 

建設地は、国指定鳥獣保護区特別保護地区「蒲生干潟」に隣接しています。蒲生干潟で

これまで観測された鳥類は、日本の鳥類種数の約半数をしめる 279 種類という多さです。

国指定天然記念物コクガンや絶滅危惧種のシロチドリやアカテガニも多く、2 年連続で蒲

生干潟を舞台に活動している団体が「日本自然保護大賞」を受賞しました。 

 

⑫稀にみる豊かな生物多様性を誇る奇跡の蒲生干潟に、汚染物質を含む排ガスや排水が

もたらされる事を、知事はいかがお考えですか。 

 

⑬脱硫装置・脱硝装置・除塵機の性能向上や追加を事業所に求める事、排水についても

「水質汚濁防止法」に則り、水銀などの重金属などは海や河へ放出させないなど、健



康被害につながる原因物質の除去に事業所が最新の注意を払うよう、県として強く求

めて下さい。いかがでしょうか。 

 

⑭また、県の監視体制の強化を求めます。1970 年代には塩竃測定所でも硫黄酸化物な

どの検出を行っていましたが現在は行われていません。最低でも塩竃測定所での硫黄

酸化物、窒素酸化物、オキシダント、PM2.5について監視を強めて頂きたいと考えま

す。また、測定所空白地帯となっている七ヶ浜方面への測定所新設を求め伺います。

いかがですか。 

 

この間、仙台市住民有志は 2014 年 9 月以降、事業者に対し再三再四住民説明会開催を求

めてきましたが、ただの一度も実現されていません。県や仙台市もこの動きを承知し、事業

者との間に入ってすでに尽力してくださっている事に感謝しつつ、改めて要望します。 

 

⑮事業者は最低限｢住民説明会｣を開催する社会的責任があるはずです。県としてもう一

歩踏み込んで｢住民説明会｣が開催されるよう働きかけて頂きたいと考えます。いかが

ですか。 

 

⑯先日の予算特別委員会の場で、｢小規模火力発電所に対する環境アセスメントの追加｣

が村井知事より言明されました。この環境アセスメントが、今後の石炭火力発電所な

どの乱立を阻止できるものになるよう求めます。いかがですか？ 

 

【大綱３ 教職員が「一人ひとりの子どもに寄り添えるよう」環境整備が行政の責任。 

教職員の多忙化解消は急務。 

  

いじめ・不登校をはじめ、子どもの貧困など、日々悩んでおられるのが教職員の皆さんで

す。教職員の皆さんが「子ども達一人ひとりの健やかな成長」に心を寄せ、目を配ることが

できる環境整備こそ行政が果たす役割と考え、以下質問します。 

本来、教職員には｢公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法｣に則

り｢超勤 4 項目｣以外の｢時間外勤務｣を命じる事ができません。 

しかし現実には、先日の県教委の調査結果でも時間外在校時間が月 80 時間を超えている

教職員は、県立学校は 11.7％、高校は 16.1％の割合でした。この数字は夏休みや冬休みな

どもナラしたもので実態はより深刻です。例えば中学校の教職員 4,859 人のうち月 80 時間

超えを年 1 回以上行った実人数は 2,211 人と、なんと 46％にも達しています。 

加えて｢課題の採点｣など持ち帰り残業も多く、家事・育児・介護などを抱え、睡眠時間や

家族との時間を削っても翌日の授業準備まで手が回らない現状に置かれています。 

 

⑰まず知事に伺います。県教委が｢教職員の在校時間を減らす｣として実施した今回の調査

結果について、所感をお聞かせください。この結果は、現場の人手が圧倒的に足りてい

ない事をあらわしているとは思いませんか？ 

 

⑱そもそも教職員に時間外勤務を命じる事ができないという法律に則り、実態を変革する

上で、知事部局としてもできる事をしてほしいと思いますがいかがでしょうか。 

また具体的な施策について考えをお聞かせください。 



県教委は、平成 22 年（2010 年）～24 年にかけて｢学校運営支援チーム｣を設置し、平成

28 年（2016）～は、第 2 期｢宮城県学校運営支援本部｣の活動を開始し、体制強化を行い｢多

忙化解消｣｢メンタルヘルス｣｢不祥事防止｣｢震災対応｣について引き続き調査・研究がされて

います。 

 

⑲｢宮城県学校運営支援本部｣に、「現場の教職員の声｣がしっかり反映される事が大切だ

と考え、さらなる工夫を求めます。いかがでしょうか。 

 

ベテラン退職教員の中には、引き続きキャリアを活かして頑張りたいと願いつつも、現

職時と同じフルタイム勤務ではとても心身が持たないという方が多数おられます。 

退職時アンケートで｢短時間再任用｣を希望する方は仙台市も含めて過去3年間で225人。

同時期実際に短時間で採用された教職員の方は 103 人です。 

 

⑳多忙化解消策の一つとして｢短時間再任用｣を積極的に登用する事を求めます。いかがで

すか。 

  

教職員が授業や教材研究など本来業務の傍ら、給食費・副読本や教材費の徴収を行い、

直接の金銭授受や督促などで手を取られ多忙に拍車がかかっているなどという現場の声を

伺いました。ある教員の方は「児童や保護者から『払ったハズ』だと、金銭授受に齟齬が

あった場合、証明するものが何も無く、自腹で補填した事が何度もある」と話されました。 

 

㉑給食費徴収を振込に切り替え・振り込み手数料を市町村が担い、教職員の事務量を軽

減している仙台市の一部や登米市などもあります。好事例として全県に普及して頂き

たいのですがいかがですか。 

 

子どもの貧困が顕在化する中、県も｢子ども食堂｣や｢無料塾などの就学支援｣にいよいよ着

手しようとしています。そもそも｢給食費無償化｣に踏み出す自治体も県内外で増えつつあり

ます。家庭の事情で｢給食だけがまともな食事｣という子どもも増えています。給食費を払え

ない世帯には相応の事情があります。こういう時こそ支援の手が必要です。｢就学援助制度

を知らせる案内｣が小中学校入学時の 2 回だけしか配布されず、保護者に制度の主旨が十分

伝わっていない学校も少なくありません。 

 

㉒この点仙台市は ❶進級するたび｢就学援助制度｣のお知らせが全家庭に配布され  

❷相談窓口が常に開かれており ❸年度途中の申請でも当月から給食の現物支給が開

始されています。生活に困った子育て世帯が気兼ねなく相談でき、すぐに救済される制

度運用の仕方としておおいに普及して頂きたいと考えます。いかがですか。 

 

㉓教育現場は圧倒的に人手が足りていません。子どもの人数が多くて困難を抱えている

クラスにフリーで援助に入れる教員を加配する事は喫緊の課題です。 

何よりも、いじめや貧困・発達障害などで困っている子ども達一人ひとりに、教職員

が寄り添ってケアできる環境整備のためにも、35 人以下の少人数学級が切実に求めら

れています。宮城県も今すぐ踏み出すべきではありませんか？ 

このことを最後に伺って壇上からの質問を終わります。             



大綱 2【石炭火力発電所】 
1）この 10年余りの大きな流れの中で、健康や環境負荷や温室効果ガス発生量の大きい石
炭火力発電所は姿を消さざるを得なかったのです。パリ協定も発効され、温室効果ガス
排出を、2030 年までに日本全体で 26％下げようと言っている矢先。なにゆえに宮城県
で石炭火力発電所新設を容認できるのでしょうか。さらなる増設・乱立はきっちり阻止
できる環境アセスメントしてくださいね。 

 
大綱 3【教職員多忙化解消】 

1）35人以下の少人数学級について、教育長も今年 3月の答弁で｢基本的には教室で子ども 
達一人ひとりによりきめ細かく指導していく上では、子ども達の人数が少ない方がよい
と考えております｣と答えています。財政をどこに充てるかに価値観の優先順位が示さ
れます。いじめや不登校・貧困で悩んでいる子ども達を目の前にして、今でも手が足り
ずめいっぱいの教職員が苦しんでいます。少人数学級に踏み出さないで、子ども達に寄
り添ったきめ細かい対応ができると思うのですか？ 

 
大綱 1【被災者への直接支援】 

1）昨日 5 会派の議員が参加した宮城県民主医療機関連合会から『災害公営住宅訪問調査』
1031 件のうち紹介された事例では 
●60 代女性は、3 年前に入院費 22 万円の分納が今も続いている。昨年息子が喘息とヘ
ルニアで半年失業し、健康保険や年金も分納している。貯金もなく、全ての返済が終
わるまでは入院は絶対にできないと思っている。 

●仙台市 30 代女性。単身用の間取りに現在二人暮らし。11 月に子どもが生まれるので、
もう少し広い間取りにすみたいと相談しても断られている。妊娠中で市販の薬がつか
えない。病院を受診したいけど医療費免除が無くなり病院に行けない。 

●60 代男性は、自営業だったが津波で車 2 台が流され休業せざるを得ない。車 2 台分
のローンだけが残った。ローンの免除はしてもらえなかった。流された車分、月 3 万
円づつ支払っている。新たなローンが組めないので車は購入できない。国保も保険料
が払えず、短期保険証で１月ごとにお金を払って発行してもらっている。 

 

政令月収 8 万円以下の方が災害公営住宅入居者の 79％を占めます。このまま何の手も打
たなければ、入居後 6 年目から家賃が約 2 倍。11 年後には 3.1 倍で 

す。収入が増える見込みのほとんど無いこれらの方々は「本当に困っています」 

県としてどのように対応するのか、お答えください。 
 

2）❶我が会派の再三に渡る質問で「復興基金のうち 2015 年度末まで県独自で活用した
のは 305 億円で、残高は 296 億円。今後の活用や時期を示すことはできない」と
いう事が答弁されています。誰のために使うべき基金だとお考えなのですか？ 

❷県の態度を見ていると「被災者の医療費支援｣や「住宅再建支援｣のような直接の支
援策には意地でも復興基金を使いたくないと言っているような気がして仕方ありま
せん。市町村の判断、国の問題といって、県は一貫して直接の手当をしようとして
いません。県自身が困っている被災者にしっかりと直接支援すべきです。 

❸特に 75 歳以上の後期高齢者医療の免除再開は急務です。命綱を打ち切ってしまっ
たのは非課税世帯の高齢者ですよ。いのちに直結する事態です。広域連合会長の奥
山仙台市長に知事が直接働きかけて、再開する事を改めて求めます。 

 
 3）阪神淡路大震災における災害公営住宅家賃の特別減免は、当初 5 年間だったものが現

場の働きかけて 10 年間延長され、トータル 15 年間行われました。 

このように、現場である宮城県の態度が問われているのです。 
災害時・臨時的に運用された被災者を支える仕組みを充実させ、現場の実情に応じて必
要な制度は新しく作り、国全体の恒久制度になるよう働きかけるのです。「いつ・どこ
で・誰が予期せぬ災害に見舞われても、ちゃんと救済される仕組み」を、最大被災県で
ある宮城県が、全国・全世界に発信する事が、支援を寄せて下さった全ての方々に対す
る一番の御恩返しになります。 


