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活動アルバム わたなべ忠悦は , 常に皆さんの生きた暮らしをみつめます。

県原子力防災訓練に参加

小牛市場視察
（美里町にて）

公立志津川病院にて　再建された病院内部
建設企業委員会にて

吉
田
地
区
新
春
交
歓
会
に
て

丸森地区「もちもち・もち祭り」にて

災害復興住宅建設現場

新春の消防団出初め式にて

登米市の成人式にて

新年度に際し，先年まで注目していたいくつかの地所の復興状況や風
雪被害などを確認に出かける。あいにくの雪になったが，実情を知るに
はむしろ良いかもしれない。

道の駅 ふるさとセンターY・Y（あぐりパーク）
折々に，道の駅等を訪問し，
登米市の特産物の市場調査をしています。

活動のリズム，ひらめきの音

無所属の会 みずの里

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

無所属の会

　浅春の候　暖冬と言われた穏やかな正月も過ぎましたが，再び寒が戻り，時ならぬ風雪　浅春の候　暖冬と言われた穏やかな正月も過ぎましたが，再び寒が戻り，時ならぬ風雪
に見舞われる今日この頃，皆様におかれましては，ご健勝でご活躍のことと存じます。に見舞われる今日この頃，皆様におかれましては，ご健勝でご活躍のことと存じます。
　昨年は皆様からの特段のご支援と多大なるご協力を賜りましたお陰で，引き続き県議会　昨年は皆様からの特段のご支援と多大なるご協力を賜りましたお陰で，引き続き県議会
議員として活動させていただいております。ここに改めて心より感謝申し上げます。議員として活動させていただいております。ここに改めて心より感謝申し上げます。
　改選後の初議会が去る11月27日に招集され，議長に安部孝氏，副議長に長谷川洋一　改選後の初議会が去る11月27日に招集され，議長に安部孝氏，副議長に長谷川洋一
氏が選出されました。続いて，平成27年度県一般会計補正予算を始め，発議県議会に関氏が選出されました。続いて，平成27年度県一般会計補正予算を始め，発議県議会に関
するもの１件，地方大学の機能強化を求める意見書１件，脳脊髄液減少に対するブラッドするもの１件，地方大学の機能強化を求める意見書１件，脳脊髄液減少に対するブラッド
パッチ療法の保険適用及び治療推進を求める意見書２件など，77件の案件について可決パッチ療法の保険適用及び治療推進を求める意見書２件など，77件の案件について可決
承認されました。また，私立高等学校等への助成強化に関する私学助成増額の請願２件承認されました。また，私立高等学校等への助成強化に関する私学助成増額の請願２件
を採択し，12月18日に閉会いたしました。私も補正予算について総括質疑の機会をいただを採択し，12月18日に閉会いたしました。私も補正予算について総括質疑の機会をいただ
きましたので，その詳細を裏面でお知らせいたします。きましたので，その詳細を裏面でお知らせいたします。
　今後も「登米市からの発信！」「登米市民から見える県政」をスローガンに掲げ，その推　今後も「登米市からの発信！」「登米市民から見える県政」をスローガンに掲げ，その推
進に取り組むつもりでおりますので，皆様からの貴重なご意見，ご要望をお寄せください進に取り組むつもりでおりますので，皆様からの貴重なご意見，ご要望をお寄せください
ますようお願い申し上げます。ますようお願い申し上げます。
　まだまだ厳しい寒さがつづきますので，皆様にはくれぐれも健康に留意され，ますますご　まだまだ厳しい寒さがつづきますので，皆様にはくれぐれも健康に留意され，ますますご
活躍なさいますようお祈り申し上げます。活躍なさいますようお祈り申し上げます。
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2016年1月から
個人番号カードの
交付が（申請者のみ）
始まっています。

2018年1
月

国レベルで
の

情報連携
開始

2018年7月地方自治体レベルでの情報連携開始

ご
意
見

お
問
い
合
せ

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。

携開始

“マイナンバー
”

始まってます！
http://www.soumu.go.jp/
kojinbango_card/01.html

マイナちゃん総務省ホームページ

河川整備を進めるに当たりまして，
社会資本整備交付金事業予算の
ほか，県単独予算でも進めてまい
りましたが，水害常襲河川につい
ては，今後も予算を確保しながら
危険個所の解消に取り組みます。

行政の役割として先導的に導入をし，県民のみなさん
に広く試乗していただけるよう働きかけて参ります。
そして，東北における水素社会の先駆けの地として宮
城が先導的な役割を果たしたいと考えております。

Q.個人カードって
すぐ必要なの？

Q.もしもマイナンバー
を無くしたら？

今すぐ作る必要はありません
が，2018年7月の自治体レベ
ルでの運用が始まるまでに準
備されるとよいでしょう。

①警察で遺失届けを出していただき，
受理番号を控える。

②お住まいの市区町村へ届け出，通知
カードの再発行手続きをする。

本人確認の際の身分証明書と
しても活用できるので作って
おくと便利です。

マイナンバー関連の
不審な電話やメール
に注意！！

188
警察か消費生活センターへ
相談を！
消費者ホットライン

身分証明書

がない方
免許証・パスポート

通知カード
を紛失！

①最寄りの警察・交番および
市区町村まで届け出る。

②個人番号カードコールセン
ターへ連絡し，カードの機能
停止手続きを！

万が一，マイナンバーが漏れ，悪用の恐れ
がある場合，ナンバー変更も可能です。

個人番号カード
を紛失！

身分証明書

がある方
免許証・パスポート

当面マイナンバー
が必要になるのは
・税金
・雇用保険

エネファームですがエネルギー効率が高く停電対応能力や
環境負荷の低減が期待で
きますので，国に対して補
助金の継続を要望してきま
した。県としても復旧拡大
へ具体的に検討を進めてま
いります。

重点管理区間を定めて，支障木，除草，堆積土砂の事業を
実施してきましたが，今回の豪雨で，迫川合流付近での越
水がありましたので，この
補正には若柳大橋上流部
の河道掘削と支障木伐採
を実施する予定ですし，今
後も取り組みを続けます。

議会総括質疑&回答要旨平成27年11月　定例会

質　問

質　問 質　問

質　問

【答弁】村井知事

【答弁】村井知事
【答弁】環境生活部長

【答弁】土木部長

【河川維持管理計画について】
河川維持管理計画については評価をいたしま
す。国から後年度で交付税措置されます，地
方債も大切な手法ですが，優先順位の高い河

川については，県単独事業でも予算をつけ実施をすべき
と考えますが如何ですか。

【水素燃料電池車について】
６月にも質問しましたが，今回の
補正においても水素燃料電池車を
２台購入とのことですが，補正を

してまで必要な事業かと疑問を覚えます。
これについて説明を求めます。

【コージェネの普及を】
水素社会の実現のためには自動車
も大切かもしれませんが，もう既

に十万台の販売実績がある，コージェネの普及に
補助金の実施が先と考えますが，如何ですか。

【迫川の管理について】
迫川の管理についてですが，支障木等での
不備で河川断面が小さくなり，荒れており
ます。先の9.11豪雨時は，長沼ダムに貯留し，
下流河川の水位上昇を軽減した一方，石越
町の南谷地に越水し，稲が浸水被害にあい
ましたが，認識は如何ですか。

無所属の会

災害危機管理
河川の管理

新エネルギー社会の推進と
コージェネの普及

【コージェネレーション】
電気と熱を同時に発生させる
熱電併給システム。 発電機で
電気をつくるときに使う冷却
水や発生する排気ガスなどの
熱を，給湯や冷暖房のほか，
工場の熱源などに用いる。 
天然ガスコージェネ，LPガス
コージェネ，石油コージェネ，
燃料電池コージェネなどがあ
り，産業用だけでなく家庭用
のシステムも普及しつつある。

0570-783-578

24時間365日受付
個人番号カードコールセンター

（全国共通ナビダイヤル）

②

エコモデルタウン（堺市）

太陽光発電，家庭用蓄電池，コージェネシス
テムによる国内初のゼロ・エネルギータウン
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