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空港24時間化、水道民営化は撤回し、
コロナや災害で困っている人への支援策を最優先に

福島かずえ県議

女性を雇用の調整弁に使
う差別的労働状況を抜本的
に改善し、雇用・賃金差別
の是正に向けた法整備を国
に求め、県内企業にも改善
を要請すべき。また、我が
国のジェンダー・ギャップ
指数は世界１２１位と圧倒
的に遅れている。ジェンダ
ー平等を国政・県政のあら
ゆる場面で推進していくべ
き。
■知事
雇用管理指導は国が担う
もの。県も県内経済団体に
対する要請等を行う。また
ジェンダー平等は、性別に
かかわらず、全ての人の人
権が尊重され、尊厳をもっ
て誰もがその個性と能力を
十分に発揮し、生きがいを
持って生活できる社会の実
現を目指す上で大変重要。
その視点に配慮した県政運
営に努める。

福島かずえ県議

ＰＣＲ検査の抜本拡充とワクチン
接種対策、困っている人へ支援を
福島かずえ県議

高齢者福祉施設へ拡大し
たＰＣＲ検査の実施は、仙
台市内のドライブスルー一
か所とせず、施設への訪問
接種や地域ごとに採取でき
る場所を確保するべき。
■保健福祉部長
需要をふまえ、ドライブ
スルー以外も検討する。
福島かずえ県議

ワクチン接種の情報は早
期かつ正確に発信し、かか
りつけ医での個別接種も可
能となるよう、事務作業へ
の費用負担支援や資料作
成、相談窓口設置等につい
て対応すべき。
■知事
国に要望し情報発信に努
める。県は体制作りを支援
し、個別接種時の医療機関
の費用の支援や資料提供を
行う。相談窓口も市町村で
は対応困難な副反応など専
門的な相談に対応する。
福島かずえ県議

生活保護の開始に当たっ
ては、扶養照会の廃止や自
動車保有に関する弾力運用
の徹底を求める。
■知事
申請者の特別な事情を考
慮しながら柔軟な取り扱い
が可能であり適切に実施し
ていく。
福島かずえ県議

厳しい経営を余儀なくさ
れている中小企業の支援と
して、持続化給付金の支給
対象の拡大と再支給を国に
要望するとともに、県独自
の給付を事業規模に応じて
実施すべき。

市町村において、被災者
台帳の作成や災害ケースマ
ネジメントを取り組めるよ
う、県が支援すべき。
■知事
被災者台帳の整備は４月
から復興危機管理部が担
い、市町村に対し整備を促
す。災害ケースマネジメン
トは市町村が実施すること
が重要。県は情報提供を行
い支援する。

福島かずえ県議

福島県沖地震について、
被害の実態を調査し、災害
救助法適用などを国に求め
る姿勢が必要。また、国の
財政支援を活用し、県独自
の生活や住宅再建の新制度
を創設すべき。
■知事
被害の実態は現在調査
中。丁寧に調査し被害の全
容把握に努める。災害救助
法適用などは把握した被害
状況に応じて対応する。

福島かずえ県議

る。また、被災家屋の公費
解体の申請期間は被災者の
状況に応じた柔軟な対応を
国に求めるべき。
■知事
更なる技術職員の派遣は
困難。市町村から公費解体
に関する要望があれば、国
に対して働きかけを行う。

大震災 年、東日本台風から１年半、
生活再建はみちなかば
福島かずえ県議

災害公営住宅の特別家賃
低減制度、収入超過世帯へ
の家賃賦課、家賃低廉化な
どの課題は、市町任せでは
なく県が主導して支援を。
■知事
被災市町が行う災害公営
住宅の管理運営をしっかり
支援していく。
福島かずえ県議

災害公営住宅での孤独死
は昨年末まで１９６名。入
居者の健康調査を今年度で
終了せず継続すべき。仙台
市と石巻市から継続の声が
あり、２市は独自でもやる。
１００％国の交付金を使え
るのだから県が行うべき。
■知事
今年度で終了する。各市
町から通常の保健福祉分野
で調査するという声が多数
であった。県の意向で切り
変えていくわけではない。
福島かずえ県議

健康調査はやめる、生活
支援相談員は３割も減ら
す、４千世帯も未受給者を
残して被災者生活支援金制
度の加算金申請も締め切る
の で は、「 誰 ひ と り 取 り 残
さない復興」は言葉倒れだ。
東日本台風からの復旧で
は、特に丸森町が深刻な状
況なので応援職員を求め

上下水道「民営化」は中止を

福島かずえ県議

広域化と県事業との経営統
福島かずえ県議
合が進めば、県の管路のみ
（運営会社との）契約書
ならず、市町村の水道・下
では５年に一度の料金改定
水道の管路等、工事は（Ｓ
の議決だけしか議会が運営
ＰＣが）独占発注し株主企
に関われず議会軽視だ。ま
業や協力企業が独占受注す
た、県の監査や包括外部監
ることも可能。それが民営
査の対象からも外れるのか。 化の狙いではないか。
■公営企業管理者
■知事
年一回の議会への報告を
市町村が希望する場合は
条 例 で 規 定 す る。（ 運 営 会 （ Ｓ Ｐ Ｃ が ） 受 託 で き る 制
社の業務は）直接、定期監
度にしており、県との垂直
査等の対象にはならない。
連携も実施可能な仕組みと
している。
福島かずえ県議

上下水道は県が将来にわ
たって安全安心で安価、安
定的に県民に責任をもって
提供すべき。
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今まで通りの議会の調査
権はあるのか、ＳＰＣ（運
営会社）に調査権は及ぶの
か。
■公営企業管理者
調査・監査対象にはなら
な い。（ 仮 ） 経 営 審 査 委 員
会を設置し報告する。
福島かずえ県議

2018年3月
2021年3月 第23号
第45号

民青同盟が学生への食糧
支援を行い、コロナ禍での
切実な声を県に届けた。学
費返還等を行った大学等へ
の支援や居住実績のない期
間の家賃支援、県でのアル
バイト採用等を実施すべき。
■知事
独自の授業料減免を行っ
た国立大学や私立大学に国
から支援がある。家賃を含
めた生活費に充当できる国
の「学びの継続のための学
生支援緊急給付金」や宮城
県社協の「教育支援資金」
がある。県でのアルバイト
等の雇用創出については、
民間等での雇用機会をしっ
かりと見極めていく。

10

市町村の水道、下水道、
浄化槽事業までもＳＰＣが
受託でき、蛇口からトイレ
まで「独占」できる。水道
法改定で県が「市町村水道
広域化」の推進役になった。
（将来的に）市町村水道の
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緊急性、必要性がない
仙台空港 時間化は撤回を

）

■知事
仙台国際空港株式会社に
は、航空会社から就航に向
けた問い合わせが寄せられ
ている。
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福島かずえ県議

コロナ化で航空便が大幅
に減少する中、需要の見込
み及び国へ申請する具体的
な航空便はあるのか。

福島かずえ県議の代表質問
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