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◆後援会新役員 

 平成３０年２月２５日の三宅やすし後援会総会にて、下記

のように役員が決定されました。任期は、平成３０年２月～

平成３２年２月総会までの２年間となります。 

【最高顧問】２区仲町[金田徳]【顧問】２区下組[佐藤正昭]・６区日香下[梅田勝志]・ 

１区川口[千田弘]・１区上組[千田雄吉]・１区上組[及川怜]・１区上組[千田晴規]・２区仲町

[三宅三雄]・２区仲町[島津信義]・２区仲町[山口英夫]・２区仲町[菊池一男]・２区仲町[高橋

参夫]・２区仲町[多田鉄夫]・２区仲町[三浦義信]・２区下組[遠藤博]・２区下組[桑原啓]・ 

２区下組[高橋健一郎]・２区下組[星彊]・３区上家[菊池誠一]・４区本郷[高橋岩人]・４区和

田[千田唯七]・５区大谷地[松田正美]・６区三十人町[浅水達]・６区三十人町[千田直彦]・ 

９区[金田務]・11区[髙橋利征] 

【会長】２区下組[佐藤郁夫]【副会長】１区川口[金田勝洋]・１区川口[遠藤常雄]・２区下組

[遠藤晴彦]・３区上家[高橋宗夫]・３区山根[古舘美義]・３区平林[島津一彦]・４区和田[児玉

和夫]・５区大谷地[佐藤章司]・５区大谷地[高橋明博]・５区大谷地[鈴木正]・６区成沢[松田

節]・７区[田辺靖雄]・７区[高橋壮]・７区[菅原唯之]・８区[及川君夫]・９区[鈴木久男]・ 

10区[佐藤富久男] 

【会計監事】２区仲町[佐藤瑞夫]・２区下組[佐藤健] 

【幹事長】２区下組[渡邊和栄]【副幹事長】１区上組[平野勝美]【幹事】1区上組[佐藤修]・ 

２区仲町[佐藤博志]・２区仲町[平盛雄]・２区下組[千田英夫]・２区下組[佐藤彰吾]・２区 

下組[高橋秋雄]・３区上家[星俊憲]・３区上家[星信雄]・４区本郷[門脇勝司]・４区和田[児玉

佐]・６区三十人町[石川健一]・６区三十人町[千田習]・６区成沢[菊池近子]・６区日香下[馬

場正行]・７区[細越典雅]・８区[星利一]・８区[高橋潤子]・８区[高橋久美子]・９区[高橋満

之]・９区[菊地休夫]・９区[鈴木俊信]・10区[小松秀安]・10区[佐々木茂]・10区[永井洋子]・

11区[及川均] 

【青婦部長】２区下組[高橋崇]【青婦部副部長】２区下組[菊地法吉]・２区仲町[三宅京子]・

２区下組[高橋ゆかり]・５区土井[高橋勝利]【青婦部班長】１区上組[及川佳祐]・２区下組 

[菊地雅行]・２区下組[菊地隆裕]・４区本郷[門脇泉]・４区和田[千田康弘]・５区土井[老林秀

幸]・５区大谷地[松田高]・６区三十人町[後藤俊幸]・６区成沢[梅田理恵]・11区[遠藤弘幸]

【事務局長】２区仲町[千枝忍]、【事務局次長】１区上組[照井勉]・２区下組[村上勲] 

【事務局】２区仲町[星好]・２区仲町[菊地建]・２区仲町[小山一男]・２区下組[菊池勝芳]・

２区下組[金田豊次]・下組[金田憲穂]・２区下組[佐藤秋夫] 
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 今回の議会では、代表質問があり、三宅やすしは地域公共交通について関連

質問を行いました。代表質問と答弁の概要を紹介します。 

第230回3月通常会議 

【住みよさランキングについて】 

①東洋経済新聞社の調査による「住みよさランキング」が８年 

連続で岩手県一位となったものの、市民の納得度をどうとらえ

ているか。②注目されている市民幸福度調査をしてはどうか。 

①この調査は大きく５項目に渡り、市民と協働により積み上げ 

てきた、まちづくりの成果であると考えており、市民にも認知

されていると感じている。②全国の自治体で、幸福の概念を行

政施策等に活用する取り組みが行なわれている。現在調査研究

を行なっており次期総合計画に反映させたい。 

【子育て支援について】 

①子育て支援１億円プロジェクトの住宅支援策の効果は。②子

育て支援は、生活に密着した分野に手厚く行われるべきでは。 

①住宅支援の応募状況は、85件であり、子育て世代の他市町村

への流出防止・経済的支援に繋がっている。②平成30年は、住

宅支援策の適用条件を広げたり、額を増やすなどのほか、子ど

もの医療費助成を高校生まで拡大する。子育て世代の負担軽減

と合わせて施策を総合的に検討し、安心して生み育てられるま

ちの実現にむけて取り組む。 

【企業の人材不足支援策について】 

大企業の進出に伴い、地場の中小企業では人手不足が課題となっ

ている。現状と対応策、そして企業誘致の方向転換は。 

平成30年1月の有効求人倍率は1.74倍で、求職者の希望する職種

とのミスマッチもあり、各業界で人手不足となっている。雇用対

策協議会と連携し相談会やセミナーを通し人材育成・定着支援を

行ってきた。今後は協議会に人材確保推進員を２名増員し、特に

大都市圏に流出する人材を当地域へ呼び込むための取り組みを強

化したい。また、省力化に取り組む企業や自立創造型企業の誘致

へ転換する。更に、地場企業の育成にも取り組む。 

【地域公共交通について】 

「きたかみ公共交通アクションプラン」へ市議会から政策提言を

行ったが、どのように活かされたのか。また、滑田・鳩岡崎地区

のバス路線廃止後の対応策は。 

市議会から３項目について提言があり、地域と話し合いを持つな

ど、参考にし策定した。プランは、北上済生会病院移転に合わせ

た路線バスの経路再編や、コミュニティバスの経路再編、稲瀬地

区では既存の乗合タクシーを拠点間交通に活用した新路線の設置

など、23事業を盛り込んだ。また、指摘の地区では、代替交通を

計画したものの実施には至っておらず、新たに公共交通アドバイ

ザー制度を活用するなどして再検討したい。 

北上まほろばクラブ代表質問 

質問 

答弁 

答弁 

質問

質問 

答弁 

質問 

答弁 

3月の代表質問での関連質問 
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議会のトピックス 

 ３月通常議会では、介護保険の見直しや国保の県域化など、平成30年度か

ら変更される制度の関連条例などについても審議しました。 
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第７期北上市介護保険事業について 

 介護保険事業は市町村単位に、3年毎の見直しが義務付けられて

います。第7期は、平成30年～32年度までの計画となり、4つの基

本方針を基に策定されました。色々な特徴がありますが、地域に

おける包括支援に重点を置いた事、介護保険料が値上がりする事

などが最も重要な点だと思います。 

 地域においては、地域包括支援センターの機能を強化し、在宅

介護への支援なども含んで、医療・保健所・ケアマネジャー等の

多職種連携を図っていきます。 

 また、介護保険料は標準（65歳以上で世帯の誰かが課税収入が

ある）の場合、平成29年の月額5,170円→平成30年は月額6,100円

と、約1,000円も値上がりします。この背景としては、北上市は過

去9年間の値上り率が県内で最も少なかった事、高齢者率が高くな

り、介護保険事業費が増加している事が挙げられます。県内他市

でも値上げされますので、やむを得ないとは思いますが、計画通

りに様々な支援体制が充実するように期待するものです。 

国民健康保険の県域化について 

 自営業や農業の方などが加入している国民健康保

険制度は、市町村単位で運営されてきました。そこ

に都道府県が加わり、財政を管理し、運営はそのま

ま市町村に行わせて統括・監督するというのが今度

の「都道府県単位化」です。 

 しかし加入者にとっては当面、特に影響はありま

せん。北上市は、平成29年度に3,000円の保険料の

値下げを行っており、平成30年度も継続できそうで

す。これは、財政調整基金のうち約1億2,100万円を

取り崩すことによるもので、今後3年間程度は現行

を維持できそうとの事です。 

 ただ、全国的に見ると国民健康保険制度そのもの

が、非正規雇用者と無職者が加入者の8割を占める

ようになり平均所得の低下（保険料収入の低下）

と、医療費の増加も相まって、財政運営が厳しくなってきていま

す。国保の保険料は市区町村が決めていましたが、今後は所得水

準や使った医療費などから標準的な保険料の目安を都道府県が示

し、その金額を参考にして市区町村が保険料を決めていくように

なりますので、4年後には現行を維持できるかどうか不透明です。 

 平成30年度は介護・医療の面で改変が多い年であり、 様々な制

度の成り行きについて注視していく必要があります。 

地域包括支援センターの 

イメージ 

（相去・鬼柳地区は敬愛園内に

設置されています） 

都道府県化による財政の流れ 
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1月15日          後援会通信No39発行 2月 8日 北上ﾗｲｵﾝｽﾞ理事会・例会 3月 5日          川岸商店会役員会 

〃  議会だより正副委員長校正 13日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会  6-7日          3月会議(代表・一般質問) 

   16日          ﾀﾌﾞﾚｯﾄｾﾐﾅｰ事例発表(秋田市)   16日    議会全員協議会  8日        教育民生常任委員会 

17日          臨時議会/農業団体意見交換  17日 市政調査会研修会 9-13日         予算特別委員会第二分科会 

18日            後援会事務局会議   20日 全協/議会改革推進会議 16日 予算特別委員会 

19日                      ﾀﾌﾞﾚｯﾄｾﾐﾅｰ事例発表(仙台市)    〃 会派例会/体育協会交流会 20日 議会改革推進会議 

24日              北上市公共交通会議    2１日     稲瀬線届出(岩手運輸支局) 22日 会派例会/川岸商店会総会 

 25日         視察対応[北海道稚内市議会]    〃 花巻市議会交流研修 23日 3月通常会議(最終日) 

 28日 後援会幹事会[相去交流ｾﾝﾀｰ]    24日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 29日  地域内交通協定書締結式 

  2月1日 会派例会    25日     後援会総会[相去交流ｾﾝﾀｰ] 4月 2日 稲瀬線出発式 

  〃  警察官友の会    26日 広聴広報委員会広報部会 5日 南中学校入学式 

6日 市政調査会研修会 3月1日 第230回3月通常会議(初日) 9日 全協/北上ﾀｸｼｰ組合十日会 

7日     相去境塚愛護会理事会    4日 仲町総会 １1日 第231回4月臨時会議・他 

  2日 視察対応[二本松市議会] 27日       予算概要説明会/広聴部会 6日 南小学校入学式 

〒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     https://www.miyake12.com/ 

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 
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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2台・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］ 


