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◆年頭にあたって 

12月の一般質問 

 明けましておめでとうございます。皆様におかれましては

希望に溢れた良い新年をお迎えのことと思います。本年もよ

ろしくお願い致します。 

 昨年３月の市議会議員選挙におきましては、皆様の絶大な

ご支援によりまして、高位当選を果たさせて頂きました。三

宅やすし議員は、その大きな力を背に実績を積み重ねていま

す。改めて感謝申し上げます。 

 昨年の市勢十大ニュース第１位は「いわて国体」の開催で

した。北上市が主会場となり、皇族ご臨席のもと開閉会式が

行われました。私たち市民は感動と誇りを抱くことができま

した。 

 主会場となった北上総合運動公園ですが、建設にあたって

は大きな反対もありました。しかし、平成１０年のインター

ハイの開催､３年前のアジアマスターズ陸上､今回の国体等は

この素晴らしい施設があったからこそです。今後もラグビー

ワールドカップ2019や、東京オリンピック2020等のキャンプ

地としても利用されると思います。この相去に広大な土地を

残された先人、建設を主導された当時の市長等に感謝の念を

申し上げたいと思います。政治は目先の事だけではなく、先

見の明も持たなければなりません。 

 よく「○○ロス」と言いますが、私たちは「国体ロス」か

ら抜け出し、地道に進まなければなりません。現在、国では

年金減額や医療費負担増等、私たちの生活が厳しい状況にな

ることが報じられております。外交面に注目させ、国内問題

に関心がいかないように仕向けさせられているようにも思い

ます。国全体の事はもとより､市政に対しても､私たち一人一

人が問題意識を持っていきたいものです。 

 三宅やすし後援会は、会報や市政報告会を通じて、情報提

供しております。今後も続けて参りたいと思いますので、皆

様のご意見ご要望をお聞かせください。   

 この会報の配布は、相去地区は各地域の方々に頼っており

ます。また、相去地区以外へは希望された方にのみ、お送り

しておりますので、郵送ご希望があればご遠慮無くお申し出

ください。 

 今年も様々な問題が生じると思いますが、三宅議員を先頭

に力を併せて邁進して参りましょう。 

 最後になりましたが、皆様の益々のご支援、ご鞭撻をお願

いし、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

後援会長 佐藤 郁夫 
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国体の総括とレガシー(遺産)の継承について 

 今回の議会で三宅やすしは次のような一般質問を行いました。質問と答弁の

概要からポイントを取り上げます。 

第216回12月通常会議 

国体の総括は。 

シャトルバスの発着場の選定等、細かな問題はあったが、関係 

  者や市民、ボランティア等の協力により大成功だった。 

今後の施設の活用は。 

①総合運動公園第二運動場は、県からの補償金１億円を元に人 

  工芝化し、スポーツ合宿の誘致等、利用促進を図る。 

  ②陸上競技場をメインに、ラグビーワールドカップ2019の公認 

    キャンプ候補地に応募した。なお、国立競技場から譲渡された 

  予備の座席から約300席を、新設する釜石のラグビーワールド 

  カップ競技場へ再譲渡する予定。 

  ③東京オリンピック2020のキャンプ地としても働きかける。 

陸上競技場の各種認証の有効期限は。 

日本陸上競技連盟の第１種公認とサブトラックの第３種公認は 

  ５年毎の更新が必要である。ただし、国際陸上競技連盟(IAAF) 

  認証のクラス２は走路の改修が無い限り更新は不要であり、ア 

  ジア記録や世界記録も公認される施設として維持していく。 

ボランティアの今後の組織化等は。 

組織化に取り組み、今後もスポーツ事業に限らず、様々なイベ 

  ントや災害救援等にも協力が得られるようにしたい。 

開催競技への今後の支援策は。 

これまでの選手発掘・育成・強化体制を継続していきたい。 

  多くの外国人が来場した 

  展勝地のさくらまつり 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

当市への外国人観光客の状況は。 

全体として増加傾向にある。今年１月から１０月までに約１万 

  ２千人が来訪。さくらまつりだけでアジアを中心に約９千人。 

  昨シーズン、夏油高原スキー場には、オーストラリア人を中心  

  に３千人以上訪れた。 

外国人の誘致策は。ＳＮＳによる情報発信は実施しないか。 

海外からの旅行を取り扱う代理店等を訪問している。今年度は 

  タイの旅行関係者を招いて商品化をお願いする予定。 

  ＳＮＳを使った手法は研究してみたい。 

課題と対応策は。 

観光パンフレット等は４か国語表記で作成しており、看板等の 

多言語表記等にも取り組んできた。しかし、無料のＷｉＦｉ環境、 

  対応者の英語力等がまだまだ課題であり、国の補助金等を活用 

  し整備や研修会等を実施していきたい。 

質問 

答弁 

大成功だった『希望郷いわて 

国体・希望郷いわて大会』      

外国人観光客誘致と受入策について 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 注) ＳＮＳとは、ソーシャル・

ネットワーキング・サービス

(Social Networking Service)
の略で、日記やメッセージ等

を通じて共通の趣味を持つ人

と人とのつながりを促進、支

援するインターネット・サー

ビス。  
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12月通常会議・決算審議のトピックス 

 今議会では、9月に行われる決算審議を11月に実施、その審議結果の報告が

あり、すべての会計決算が認定されました 
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北上市の奨学金返還減免制度について 

 北上市では独自に、高校生に対して月１万円、大学生に対して

月３万円の無利子奨学金を給付し、卒業後に最長１５年間かけて

返還する制度があります。合計すると 高校３年間で３６万円、大

学４年間で１４４万円借りることになります。 

 この奨学金について、平成２９年度から返還が始まる方を対象

に、減免制度が提案され可決されました。 

 その内容は、卒業して就職し北上市内に居住する場合、最大で

半額まで奨学金を免除するというものです。これは、若者の市外

流出を防ぐ、いわゆる定住促進を狙って実施するものです。就職

し、給与を得た翌年度に市民税等が課税された事を確認した後、

その翌年度から返還してもらうので、約２年間の返還猶予もされ

ることになります。 

 議会では、「就職出来ず、返還できない方にこそ救済が必要なの

ではないか」という意見も出ましたが、いわゆる「貧困対策」と

しての減免措置では無いという説明がありました。 

 「奨学金破産」と呼ばれ、返還できなくて自己破産する若者が

全国で１万件を超えたとの報道もあり、国も給付型奨学金を計画

しているようです。北上市も国の動向を見極めた上で、給付型も

検討していくとの事でした。 

学校トイレの洋式化について 

 現在、北上市内の小中学校トイレは、ほとんどが和式トイレで

す。数年前から徐々に洋式化の工事を実施していますが、昨年度

末の洋式化率は３４.１％に過ぎません。南小学校の大規模改修に

続いて江釣子中学校を予定していますが、これが終了してようや

く５０％を超えるようですし、同時に床のドライ化も進めるとの

事です。全国平均では４３.３％、花巻市では既に９０％となって

いるので、当市でも早期対応が望まれます。 

市で購入しスキー場へ貸与 

しているゲレンデ整備車 

(ウインチ付タイプ) 

奨学金問題を訴える若者 

(本文とは関係ありません) 

ゲレンデ整備車の貸付料未調定について 

 夏油高原スキー場のゲレンデ整備車のうち１台は、２年前に市

で購入し、スキー場へ貸与しています。この貸付金562万円余が予

算不執行となりました。理由は、担当課の事務引継ぎが不十分で、

「調定」し忘れたとの事でした。その後、賃貸借契約に基づき、

平成28年度において２カ年分を納めてもらうことになりました

が、お粗末な話であり、決算審議で大きく取り上げられました。 

トイレ掃除をする子供たち 

(床に水を撒く 

ウエットタイプ) 

注）調定とは、歳入の科目に、金額、相手者、納期を調査・決定することをいう。 

  これが成されないと、貸与している相手側に請求出来ない。 
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9月20日          広聴部会/広報部会/会派例会 11月 7日 広聴部会 11月22日 一部事務組合議会報告 

   27日          後援会通信No34発行     8日 決算特別委員会分科会   〃 全協議/県議長会研修[盛岡] 

  29日          広聴広報委員会視察[紫波]     9日 広聴広報委員会 28日       議会改革推進会議/広報部会 

10月13日      第215回臨時会議  9-10日 決算特別委員会分科会 12月 1日 12月通常会議[初日] 

  〃      広聴部会/広報紙委員長校正    13日    北上三曲演奏会 6-8日 一般質問 

  〃  柴田町議会交流研修   14日 広聴部会 8日 教育民生常任委員会 

14日       北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会     〃    教育民生常任委員会 9日                   北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 

17日       北新ﾈｯﾄ例会    15日     北新ﾈｯﾄ視察[ｵｶﾞｰﾙ紫波] 15日     12月通常会議[最終日]・他 

    18日 北新ﾈｯﾄ視察[多摩市]    17日 決算特別委員会 19日   教育民生常任委員会 

19-20日 全国市議会議長会研修[静岡]     〃    広聴広報議長報告    20日 議会改革会議/広報部会 

   23日    相去ふるさとまつり     〃     北新ﾈｯﾄ例会 １月 5日     市政功労者表彰・交賀会 

11月1-2 南部地域農再協視察[秋田] 21日 相去地区市政懇談会 8日 福祉成人式/成人式 

5日     あいさり産直市 22日 北新ﾈｯﾄ要望書提出[市長] 13日 花巻市議会交流研修[花巻] 

  31日 北新ﾈｯﾄ例会 18日 議会全員協議会    7日     消防出初式 

〒024-0051 岩手県北上市相去町相去２８ 

電話:0197(67)1819  FAX:0197(67)4227 

Email  miyake12@gmail.com 

URL     http://miyake.on.coocan.jp/ 

北上市議会議員 三宅やすし後援会 

三宅やすし及び後援会の主な活動 
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●皆様のご意見をお待ちしております。下記あてにＦＡＸ、メール等でお寄せください。(電話は留守電となっています） 

  また、三宅やすしが制作、運営しているホームページでは活動状況を詳しく報告しています。 

※この後援会通信は、身体障害者授産施設 

  「社会福祉法人自立更生会 

      北上アビリティーセンター」  

     にて、ダイレクト印刷しています。 

 北上市二子町秋子沢214-7 TEL:0197-66-5400 

ふりがな 

氏 名 住 所 電話番号 性別 生年月日 

 〒  男・女  

 〒  男・女  

三宅やすし後援会入会申込書 

ｷﾘﾄﾘ 
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バックナンバーの在庫については後援会へ 

０ １ ２ ０ - ０ ０ - ３ ２ ６ ８ 

０ １ ９ ７ - ６ ３ - 2 2 0 0 

ジャンボタクシー・介護タクシー 

三宅やすし後援会では会員を募集しております。 

お知り合いの方などご紹介ください。会費は無料です。 

☆☆☆三宅やすし市政報告・出前講座のお知らせ☆☆☆ 

 三宅やすしの市政報告は、パワーポイント(スライド)を使って説明し、大変わかりやすいと好評です。

各種集会などへ出前講座として伺いますので、下記までお気軽にお問合せください。 

［時間(10～50分位)やテーマはご相談に応じます］ 


