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　残暑お見舞い申し上げます。　残暑お見舞い申し上げます。
残暑の厳しさに加え，コロナと共存する生活様式にはまだまだ戸惑いも残暑の厳しさに加え，コロナと共存する生活様式にはまだまだ戸惑いも
ありますが，皆様に於かれましては，お元気でご活躍の事と存じます。ありますが，皆様に於かれましては，お元気でご活躍の事と存じます。
　さて，6月15日に本会議冒頭で，5月に逝去された坂下康子議員に黙と　さて，6月15日に本会議冒頭で，5月に逝去された坂下康子議員に黙と
うがささげられ，第373回6月定例会が，6月15日～7月6日(22日間)までうがささげられ，第373回6月定例会が，6月15日～7月6日(22日間)まで
開催されました。開催されました。
　私は，6月25日に一般質問の時間をいただき「みやぎ型管理運営方　私は，6月25日に一般質問の時間をいただき「みやぎ型管理運営方
式」・「県有施設等の再編」・「地域防災及び担い手の環境整備」につ式」・「県有施設等の再編」・「地域防災及び担い手の環境整備」につ
いて県に質しました。（質問の一部を次ページに掲載しておりますのでいて県に質しました。（質問の一部を次ページに掲載しておりますので
ご覧ください）ご覧ください）
　7月に入り大雨による川の氾濫や地滑りなどの災害が各地で発生して　7月に入り大雨による川の氾濫や地滑りなどの災害が各地で発生して
おります。登米市においても6月15日，宮城県竜巻注意情報の発表後におります。登米市においても6月15日，宮城県竜巻注意情報の発表後に
発生した発生した雹雹

ひょうひょう

により家屋や農業施設等に被害が生じました。また，全国的により家屋や農業施設等に被害が生じました。また，全国的
に地震も頻繁に起きており心配が絶えない日々をお過ごしのことと思に地震も頻繁に起きており心配が絶えない日々をお過ごしのことと思
いますが，皆様には，ご自愛いただききたいと存じます。いますが，皆様には，ご自愛いただききたいと存じます。
　台風発生の時期になって参ります，災害対策等を始め，地域の安全　台風発生の時期になって参ります，災害対策等を始め，地域の安全
安心を引き続き当局に働きかけて参ります。ご意見ご要望等ございまし安心を引き続き当局に働きかけて参ります。ご意見ご要望等ございまし
たら，お気軽にご相談いただきたいと存じます。たら，お気軽にご相談いただきたいと存じます。
　暑さが続きますのでお身体に気を付けてお過ごしください。　暑さが続きますのでお身体に気を付けてお過ごしください。

宮城県議会議員　宮城県議会議員　わたなべ　忠悦わたなべ　忠悦

活動アルバム
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無所属の会 わたなべ忠悦　県政報告宮城県議会議員

　当該事業の成否は償却資産の延命と新規取得施設のコストコントロールに尽きるとい
えます。また，ＩＣＴ（情報通信技術）活用等により，管理費の減額も可能です。県が直接

実施した場合でも，これらの経費縮減が可能と考えますが，みやぎ型管理運営方式を選択した理由
についてお尋ねいたします。

　「みやぎ型管理運営方式」について

主な一般質問要旨&回答要旨主な一般質問要旨&回答要旨
令和２年６月　第373回宮城県議会定例会

質　問

　施設の統廃合や管路のダウンサイジング，最新技術の導入など
に努めても公共調達を前提とした運営方式では，コスト削減効果
は限定的となり，料金の大幅な上昇は避けられず，上工下水9事業
一体化によるスケールメリットと，民間の力を最大限活用し，コス
ト削減による経営基盤の強化が可能となるため，将来の県民負担
の軽減にも繋がるので導入することにいたしました。

県資産
-施設運営

県資産
-施設運営【答弁】村井知事

　令和元年東日本台風の登米市津山町内の復旧には，国・県・市で構成する協議会で調整
を図っているとのことですが，その進展と，復旧の進捗状況についてお尋ねいたします。

地域防災及び担い手の環境整備について

　登米市内における県及び市の公共土木施設災害復旧事業として，
65件，約11億円が査定決定され，その約９割にあたる59件で工事に
着手しております。今後とも，国や登米市などの関係機関と連携し，
災害復旧事業の早期完了と減災対策に取り組んでまいります。

質　問

環境
-地域防災

環境
-地域防災【答弁】土木部長

　県民会館と美術館について，各々の供用目標年度とサービス基準を設定し，引き続き，
現地でのリニューアルを選択すべきと考えますが，所見をお聞かせください。

県有施設等の再編について

　県民会館と美術館については，再編基本方針に基づき，美術館の
現地改修と移転新築のメリット・デメリット等について整理していく
中で，ライフサイクルコストの考え方などの視点も取り入れながら，
更に検討を進めてまいります。

質　問

【答弁】村井知事

宮城県美術館正面入口

災害の大規模化に連れ，復旧工事が
追いつかない問題も起きている

ＩＣＴを効果的に活用することで事業効
率化とコスト削減等を目指す

県資産
-施設運営

県資産
-施設運営
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　人的被害ゼロを目指し，引き続きこの災害対策協議会の枠組み
を活用し，ハードル対策に加え，ソフト対策も組み合わせた取組を
関係機関と連携しながら推進してまいります。

　復旧事業の管理が重層的になる場合には，治山・治水部門を含めた計画が必要と
思いますが，協議会への農林部門の参加状況と併せて所見
をお聞かせください。

質　問

環境
-地域防災

環境
-地域防災【答弁】土木部長

長沼ダム水門（2014年５月竣工時）

　土木事務所ごとに市町村や関係団体の参加を得て，災害対応の防災訓練を実施
すべきと思いますが，所見をお聞かせください。

　土木事務所ごとに，市町村など関係機関と，水防・洪水予報な
どの情報伝達訓練を出水期前におこなっており，市町村等が開
催する水防訓練にも積極的に参加しております。
　また，総合水防演習では，行政機関に加え電気，通信，建設な
どの関係事業者が参加し発災から応急対応までの一連の訓練を
実施しております。

質　問

環境
-地域防災

環境
-地域防災【答弁】土木部長

　地方の建設業者は，地域の事業に幅広く取り組む「総合医」にならざるを得ず，県
工事のみに絞り切れない環境下にあります。このため，現在の総合評価方式では受注
意欲を低下させる事業者もいると聞いており，災害対応などに影響する懸念もありま

す。県の認識はどうかお答えください。

　県発注のみならず，様々な観点から評価基準に加え，加点評
価しており，引き続き地域に根ざし，災害対応など幅広く事業に
取り組む企業を積極的に評価し，受注意欲が低下しないよう努
めてまいります。

質　問

【答弁】土木部長

地方の建設業者に対する評価方式に懸念。
行政の幅広い理解が求められる。

爆弾低気圧で，洪水予報等が増えている
昨今，住民の防災訓練は急務

公共
事業と防災

公共
事業と防災
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宮城県議会議員わたなべ忠悦事務所
所在地：〒 987-0511 登米市迫町佐沼字大網 534
T E L ：0220-23-7757　FAX：23-7838
E-Mail ：tkdmg013@ybb.ne.jp

オフィシャル
ウェブサイト http://watanabe-chuuetsu.jp

渡辺忠悦 検索 ⬅⬅
近所にお越しの際は,どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。
どんな小さなことでもよろしいのでお話をお聞かせ下さい。

トピックストピックス
　新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中，発熱や風邪などの症状による不安の解消と地域医療
体制を維持するため，市医師会の協力のもと，5月11日から登米市民病院敷地内に発熱外来診療室を
設置し，発熱者の診察を行っております。

★ご本人は外出を避けて下さい。★ご家族，同居されている方も熱を
測るなど，健康観察をし，不要不急の外出は避け，特に咳や発熱など
の症状があるときには，職場などに行かないでください。

もしも，自分，あるいは家族の感染が疑われたら，家庭内でどうしたら良いのでしょうか？
感染したとしても，無症状あるいは軽症の場合は自宅療養となる可能性もあります。

※登米市生活経済支援推進本部事務局発行文引用

市内在住の小学生以上の37.5度以上の発熱や呼吸器症状の
ある方，または，市内の医療機関から紹介された方を診察します。

受診の
流　れ

同居の家族が感染したら…

1．感染者と他の同居者の部屋を
　可能な限り分ける
2．感染者の世話をする人は，
　できるだけ限られた方
(一人が望ましい )にする
3．できるだけ全員がマスクをする
4．こまめにうがい・手洗いをする

受診時間

問い合わせ

登米市に発熱外来診療室が開設

070-6569-4596
受付時間（平日 9:00～12:00，13:00～14:00）

平日13:30～16:30

（平日8:30～17:15）
070-6569-5161

受診発熱外来
診療室を

登米市発熱外来診察室事務局

直接受診したい場合
かかりつけの医師に症状を
電話相談し紹介を受けてください

かかりつけ医がある場合
予約受付にあらかじめ必ず
電話予約してください。

発熱外来診療室
予約受付電話

受診に
ついて

5．日中はできるだけ換気をする

6．取っ手，ノブなどの共用する部
分を消毒する

7．汚れたリネン，衣服を洗濯する

8．ゴミは密閉して捨てる

部屋を分ける
接触は一人

換気を充分に

こまめに
手洗い、
うがい

　復旧復興工事の発注減少が現実のものとなる中，職人等の雇用問題や地域経済を下支え
する施策を期待いたしますが，多様な発注方法の積極的な実施を含め所見を伺います。

質　問

【答弁】土木部長 建設
-産業保護

建設
-産業保護

地域の実情に応じた多様な発注方法を

　地元建設業が安定的に事業を確保できるよう，維持管理業務に
おいて，複数年契約や一括発注，共同受注などを組み合わせた地域
維持型発注方式を平成28年度から導入しております。昨年度は河
川管理業務や除融雪業務など4件に採用しており，今後も引き続き，
地域の実情に応じた多様な発注方法の検討に努めてまいります。
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