
～教育が未来を創る～
子ども達が夢と希望・誇りを持てる福島へ

令和元年 12 月

副大臣就任からの軌跡　活動報告

力強く 未来へ力強く 未来へ
福島の明日を切り拓く福島の明日を切り拓く

　この度の台風 19 号・大雨による様々な被
害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上
げます。安心して暮らせる日常を取り戻すま
で、復旧へ向け尽力していくことをお約束申
し上げます。
　皆様からのあたたかい御支援により、この
度文部科学副大臣兼内閣府副大臣（東京オ
リンピックパラリンピック担当）を拝命致し
ました。この役職を全うし、「令和」が素晴
らしい時代となるよう結果でご恩返しすべく
日々取り組んでおります。引き続き皆様の御
指導と御支援を賜りますよう心よりお願い申
し上げます。

教育から日本の未来を創る！

被災地の安心安全な生活を取り戻す！

東京オリンピックパラリンピックを成功させる！



福島県を襲った台風 19 号・大雨による水害への対応

　台風が過ぎる中電話が鳴りやまなかった。
各自治体の首長からの被害報告の連続だった。
翌朝川俣町の避難所に届けてほしいと役場へ
食糧を届け、被災状況を改めて確認した。桑
折町、伊達市、国見町、相馬市、南相馬市、
新地町の被災現場をまわり国土交通省の緊急
災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣し、被
災自治体が行う被災状況の把握、被害の発生・
拡大防止、早期復旧や応急対策に対する技術
的支援実施をはじめ様々な策を講じた。翌日も氾濫が続き大きな被害を被った梁川町

川俣町佐藤町長より被害報告 避難所の皆様へ届けた食糧 桑折町の被災現場

梁川町粟野地区の被災現場 伊達市須田市長より現況報告 梁川町ヨークベニマル付近

国見町太田町長と被災現場へ 南相馬市門馬市長より被害報告 南相馬市原町区の被災現場

新地町大堀町長より被害報告 相馬市の災害対策会議 相馬市北飯渕の被害現場



福島県を襲った台風 19 号・大雨による水害への対応２

相馬市１１５号線の被害現場 相馬市は宇多川と小泉川が氾濫 伊東農水副大臣の現場視察同行

梁川町大町の被災現場 川俣町にて被災現場の確認 南相馬市原町区片倉

南相馬市鹿島区牛河内 福島市郷野目地区堤防決壊現場 福島市瀬上町下河原の畑が水没

梁川町粟野地区 飯野町大久保地区 川俣町小島地区

　台風１９号は各地に大きな爪痕を残した。相
馬市では翌週も大雨の被害に遭われて２週連続
で床上浸水を受けてしまった方々もいた。各地
の要望を盛り込み、政府で「被災者の生活と生
業（なりわい）の再建に向けた対策パッケージ」
をつくり各自治体の首長へ速やかに連絡を入れ
た。財政措置を講じながら１日も早く安心安全
な生活が取り戻せるように全力を尽くしてい
く。
※「被災者の生活と生業（なりわい）の再建に
向けた対策パッケージ」は次ページに記載

２週連続床上浸水被害を受けてしまった相馬市



被災者の生活と生業（なりわい）の再建に向けた対策パッケージ

◆停電・断水の解消等

◆被災者のニーズに応じた住宅再建等

◆被災者向けの特別の金融支援等

◆切れ目のない被災者支援

◆観光需要喚起に向けた対策

◆被災地域の特別の雇用対策

・生活福祉資金貸付等の貸付対象を被災世帯に拡大等

・応急的な住まいの確保と空室提供等の情報を一元的把握・情報提供

・住宅の応急修理の支援対象の拡充

・被災者生活再建支援金の支給（最大300万円）

・被災した子供の心のケア、通学支援、授業料減免等

・高齢者等の孤立防止等のための見守り、日常生活上の相談支援等

・専用の無料消費者相談ダイヤルの設置など架空請求等対策の実施

・保険料減免等の特別措置に対する財政支援

・ボランティア・NPO・行政の連携強化､被災地の人的支援推進

・災害に起因するキャンセルが発生している被災地域における
旅行・宿泊料金の割引等の支援（１人１泊当たり5,000円）

・ＳＮＳやメディア等を通じた正確な被災地情報等の発信

・雇用調整助成金の要件緩和、助成率の引上げ
（中小企業 2/3→4/5、大企業1/2→2/3）等

・災害によって事業所が休業した場合等にも雇用保険の基本手当（失業手当）を支給

◆中小･小規模事業者の支援等～寄り添い型支援～

◆農林漁業者の支援～一日も早い営農再開～

・特に被害が甚大だった地域についてグループ補助金（3/4※1）、
自己負担分への無利子融資による支援

・上記に加え、災害救助法が適用された都県についても自治体
連携型補助金（最大3/4）による手厚い支援を行う（※2）
・個者に対する小規模事業者持続化補助金
（2/3 ※1）による再建支援

・被害実態に応じた商店街補助金による支援
※1東日本大震災からの復興途上にある被災地については

一定要件の下、一部定額補助

※2グループ補助金の対象となる県以外の被害も甚大かつ広範であることを踏まえ、
一定要件の下、一部の県については、国の補助率を引上げ（国：県 1:1→2:1）

・広範囲に及ぶ樹園地の浸水被害に対応するため、
省力樹形への植替え（53万円/10a等）や幼木の管理（22万円/10a）、
早期成園化の取組（20万円/10a）、代替農地の
確保支援（52万円/10a）等の総合対策

・コメの浸水被害支援や稲わら撤去支援など
稲作農家への支援

・農業用機械等の早期復旧支援

・農林水産省・サポート・アドバイスチーム
(MAFF‐SAT)による技術的支援

令和元年11月７日
台風第19号等
被災者生活支援チーム

◆廃棄物・土砂の撤去
～生活圏からの年内撤去を目指して～

・宅地内やまちなかの廃棄物、土砂の市区町村による一括撤去支援

・災害廃棄物の広域処理に関する調整・支援

・台風19号等の半壊家屋の解体支援等による早期再建支援

◆地域住民の交通手段の確保

・地域鉄道の代行バスや被災鉄道の復旧
への支援（補助率1/2等）

◆仮設住宅等の応急救助等
・食料、飲料水の供給、防寒対策に資する
物資供給

・応急仮設住宅の供与、
住宅の応急修理

・災害弔慰金の支給

◆自衛隊等の活動

◆災害復旧事業の迅速化

◆河川・道路等の復旧、
二次被害の防止

・災害査定及び災害復旧事業の迅速実施

・緊急災害対策派遣隊（TEC‐FORCE）等
による指導・助言

・二次被害が懸念される土砂災害発生
箇所の対策を早急に実施

・高度な技術等を要する自治体管理河川、
道路等の復旧工事を、国が権限代行
により実施

・被災した河川等の
改良復旧等

土土砂砂被被害害をを受受けけたた設設備備のの例例
製製造造業業（（宮宮城城県県））

浸浸水水被被害害をを受受けけたたりりんんごごのの例例
（（長長野野県県））

三三陸陸鉄鉄道道 道道床床のの流流失失

入入浴浴支支援援

長長野野県県東東御御（（ととううみみ））市市
海海野野宿宿（（ううんんののじじゅゅくく））橋橋

１．基本方針

２．緊急対応策 （主なもの）

（（１１））生生活活のの再再建建 （（２２））生生業業のの再再建建

（（４４））災災害害救救助助等等

（（３３））災災害害応応急急復復旧旧

 台風第15号及び第19号をはじめとした一連の豪雨・暴風を受けて、被災地のニーズや地域ごとの特性を踏まえつつ、
被災者の生活・生業の再建に向け、緊急に対応すべき施策を取りまとめ、予備費等の措置を講じていく。今後も、被災者の安心感を確保し、
被災自治体が安心して復旧・復興に取り組めるよう、切れ目なく、財政措置等を講じていく。

 被災自治体等とともに、被災者の目線に立ち、一日も早い被災地の応急復旧、生活の再建、生業の再建等に全力を尽くしていく。

月舘町下手渡水田農道広瀬川堰 月舘町糠田地区 月舘町御代田地区

福島市飯坂町 福島市月の輪　ハウス被害 福島市大波地区

霊山町下小国地区 相馬市北飯渕　室内の被害 相馬市北飯渕



皇居での内奏・副大臣認証式にて副大臣の職を拝命

　文部科学副大臣（筆頭副大臣）として教育、科学技術・学術、スポー

ツ、文化の４分野ある内の教育とスポーツ、そして国会での職務を

担当する。又、危機管理においては大規模自然災害、その他文教政

策に係る危機管理対応を担い、大臣不在時の職務代行を行う

9 月 20 日

ラグビー W 杯開会式に出席

9 月 22 日 23 日 WADA( 世界ドー

ピング防止機構 ) 常任理事会に出席

9 月 24 日

NASA 長官大臣訪問に同席

9 月 30 日東京オリンピック・パラリ

ンピック担当として県知事訪問

9 月 24 日アジアオセアニアアンチ

ドーピングセミナーレセプション

10 月 2 日 

東京オリパラ担当政務三役懇談会

東京オリンピック・パラリンピック公式

キャラクターソメイティとミライトワ

オリンピックパラリンピック担当

橋本大臣と青山政務官
文部科学副大臣室

９月１３日　文部科学副大臣兼内閣府副大臣としての日々が始まる



10 月 15 日　教員いじめ問題で神戸市教育委員会へ

10 月 7 ～ 9 日　ASEAN 第 2 回スポーツ大臣会合出席  フィリピン出張

第 2 回スポーツ大臣会合

10 月 27 日東京 2020 応援プログ

ラム「学ぼう、感動を！」とうほ

うみんな文化センターにて子ども

たちの発表に感動！

トロイ財団視察 ASEAN 事務次長とのバイ会談

10 月 6 日東京五輪ソフトボール競

技のテストを兼ねた第 52 回日本女

子ソフトボールリーグの試合にて

始球式

9 月 29 日体育協会会長を務める

三河台地区大運動会にて

令和の時代も地域のつながりを

大切にしていく！

福島県内で頑張る文化・スポーツ・オリンピック関連も全力応援！

　神戸市立東須磨小学校の教諭４人が同

僚をいじめていた問題で、同市教育委員

会を訪れて長田淳教育長と面会。経緯の

説明を受けたうえで、早期の事実解明

と加害者の厳正な処分を求めた。後日、

BS 日テレの深層ＮＥＷＳに出演



ひとつひとつの活動が大きく実を結ぶまで働き続ける！

東北直轄河川治水期成同盟会連合

会並びに東北ダム事業促進連絡協

議会の台風第１９号災害に対する

緊急要望活動

115 号整備促進期生同盟会要望活

動　関係省庁をご案内し、予算確保

へ向けて共に要望活動

福島原子力損害対策協議会の皆様よ

り原子力損害賠償の完全実施に関す

る要望を受ける

　福島 IFBF「福島大学発行醸造研究所」構想
勉強会は昨年より３回にわたって行ってきた。
新研究所の構想と福島復興・発行醸造学分野
の発展性・新研究所の狙い特色について福島
大学中井学長はじめ専門家の先生より説明を
受け、国、県の担当職員を交えて意見交換を
行い、世界に誇れる福島大学となるべく皆で
取り組んでいる。加えて、新設された福島大
学食農学類が松川町全体をキャンパスとして
学べるような環境整備ができるように働きか
けている。

福島大学発行醸造研究所構想第 3 回勉強会

国道 13 号福島西道路の事業促進に

ついて福島西部環状道路建設促進

期成同盟会の皆様と要望活動

保原町　古川を守る会の皆様（伊達

市菊地副議長）より早期改修へ向け

て一致協力！

相馬市松川浦復興再生協議会要望

青ノリ養殖環境整備を整え松川浦の

海苔を日本一にしよう！

飯舘村菅野典雄村長と農林水産

省末松事務次官を訪問

自由民主党トラック輸送振興議連

財務省へ高速道路料金の大口・多頻

度割引 50% の堅持に向け予算要望

佐々木彰県会議員と梁川町の渡辺浩

二さんより台風被害を受けた梁川

町、伊達市全体の現状をご報告頂く

自民党県連、県私学団体総連合会や

県私立幼稚園・認定こども園連合会

など各種団体の要望活動

国見町手話サークル「くりおね会」

令和元年度「障害者の生涯学習支援

活動」に係る文部科学大臣表彰受章

原町商工会議所要望活動

東電・田中復興大臣



日本人初！！世界反ドーピング機関常任理事会議長に就任！！　
11 月 2 ～ 9 日ポーランド出張　WADA 世界会議・常任理事会

　11 月７日
 ポーランドで開催された「世界反ドーピング機
関常任理事会」に出席。議長に選出される。日本
政府から常任理事会議長に選出されるのは初とな
る。来年にせまった東京オリンピック・パラリン
ピックをクリーンな大会とするため、関係機関と
連携しドーピング防止活動に全力で取り組むこと
を強調したほか、防止規定や国際基準の改定が議
論された。
2 月２１日よりロシア選手の個人出場の可否につ
いて議論を行う

新国立競技場の竣工式

東京オリパラ責任者の一人として

福島県双葉郡教育復興ビジョン推

進協議会ふるさと創造学サミット

“ 芝居小屋シネマ ”「旧広瀬座×

カツベン！」試写会　周防監督と

令和元年秋の叙勲 勲章伝達式

歌手の由紀さおりさんへ伝達

福島市で開催いただいた記念講演

で歌手の MAX の皆さんと

沖縄県の空き教室の活用状況につ

いて現地で意見交換

Tokyo Forum( 東 京 フ ォ ー ラ ム )

世界共通の課題の解決へ向け挨拶

第 8 回「ものづくり日本大賞」( 内

閣総理大臣賞 ) 表彰式・祝賀会

2020 春の高校バレー開会式

選手たちへ「エール」を送る


