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 めざましい発展を遂げている北上市に、今般の市議会議員

選挙で三宅やすし君がめでたく当選しました。これも一重に

後援会の皆様のご支援があったらからだと心から厚く御礼申

し上げます。 

 三宅やすし君は新人ながら、６月の初議会において一般質

問をしております。経済人としての豊富な経験、常に新しい

ものを創造をしていこうとする意欲、若々しい発想を持ち即

戦力として活躍が期待できる逸材ゆえのことであります。北

上に新たな風を吹き込みながら、「責任ある市政」の実行の

下、市民の声を大切にする開かれた市政をお願いできる人物

でもあります。２１世紀を迎えた今、躍動感ある「まちづく

り」のために、一層のご支援を賜りますよう心からお願い申

し上げます。 
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 北上市の一般予算における歳入は、平成８年度の３９７億円をピークにし、平成２０

年度は３００億円を下回りました。このうち税収は、平成１２年度には１１５億円だっ

たものが平成１９年度には１２９億円と少し伸びているにも係わらず、地方交付金は同

年１００億円あったものが、昨年度は５２億円とほぼ半額になってしまいました。 

 また、夕張市の破綻を受けて制定された「地方財政健全化法」により、一般会計のみ

ならず特別会計まで含めた連結決算で各指標が算出され、その指標によっては財政健全

化団体や財政再生団体に認定されてしまいます。そうならない為にも、市の財政の見直

しが急務となっています。 
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６月定例議会で、家庭ゴミ有料化の議案が可決されました。その背景には、 

             ゴミの減量もありますが、市の財政問題が大きく影響しています。 

三宅やすしの挨拶 

 この度の選挙では、多くの皆様のお力添えを頂き、得票数

１９２３票と４位で当選させて頂く事ができ、深く感謝し心

から御礼申し上げます。 

 現在、議長も所属する会派「新清会」の一員となり、「教

育福祉常任委員会」の委員になりました。また、「北上地区

広域行政組合」（し尿処理施設・火葬場の管理等）の議会議

員、「広報編集委員会」（議会だよりの作成）委員、「市政調

査会」(市の問題を研究)の幹事に就任いたしました。様々な

問題に精一杯取り組んでまいりますので、今後も変わらぬご

支援を賜りますようお願い申し上げます。 

会長 金田 徳 
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平成２０年７月１４日発行 第１号 北上市議会議員 三宅や
２２２２    

一般質問１０名内、新人３名。三宅やすしは、 

       以下の３つのテーマについて質問しました。 

①助成金の相談・申請件数は？②活用促進の方策は？③相談

窓口の一本化は可能か？ 

①市民活動情報センター事業で提供している助成金は２１４

件あり、昨年度は、相談３１件、申請１７件、採択件数は１

１件。 

②市のホームページ等で発信しており、相談者へは企画書作

成等の支援も行っている。今後は、交流センター連絡会議や

共有メールでも提供していきたい。今年度は市のホームペー

ジのリニューアルを計画しており、見易さと探しやすさも考

慮したい。 

③助成金申請の相談には専門的な助言が必要な場合もあり、

一本化は難しいが、市民活動情報センターや各課が連携して

対応していきたい。 

①計画の今年度分の中で南中学校の改築が見送られた

のは何故か？②今後の計画は予定通り進められるか？ 

③南小学校の大規模改修はどうか？ 

①南中学校は補強工事ではなく改築となる為、財政の

都合と、授業への影響や仮設校舎設置について検討する必要

があり先送りし、今後の財政状況を鑑みて実施したい。 

②国の補助率と交付税率も拡充される見通しなので、財政状

況も考え合わせ早期耐震化を図りたい。 

③南小学校の大規模改修工事は耐震補強工事のみ前倒し実施

した。今後は計画通り実施できるよう努める。 

①携帯電話等の所有率は？②状況と今後の方針は？ 

①市内９校の中学生の携帯電話所有率は約２０％、パ

ソコンは約５９％。小学校については調査していない。 

②中学校では技術・家庭科において実施し、学級活動などで

も話し合いをしている。また、県総合教育センターが情報モ

ラル指導用の教材ソフトを今年３月に開発しており、その出

前授業も上野中学校で計画されている。今後は、携帯電話持

込み禁止などの指導方針の明確化と、児童生徒自身にも利便

性と危険性を認識させていきたい。保護者に対しても理解と

協力を呼びかけていきたい。 

選挙の投票率の向上策

については、梅木忍議員

が質問しました。そこで、

相去第５投票所（９区ふ

れあい会館）が有権者数

も多く駐車場もない為も

あり投票率が毎回低いと

いう点について、代弁し

て頂きました。 

質問質問質問質問    

回答回答回答回答    

質問質問質問質問    

回答回答回答回答    

質問質問質問質問    

回答回答回答回答    

第１号 

学校耐震化は四川大地

震の後でもあり、政府も

補助率を上げるなどの

対応をしている旬な質問

市民活動情報センター事業の助成

情報モラルとセキュリティ教育に

学校施設等耐震化推進計画の進捗
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最終日には補正予算について、質疑を行いました。 

 歳出の総務費の一般管理費の「コミュニティ助成事業費補

助金」として１７０万円が補正予算として組まれている件に

ついて。 

①助成金が補正予算として入るのは何故か？②これは

黒岩地区自治協だと思いますが、どういった内容に対しての

助成金なのか？③枠が２５０万円まであるが、枠一杯の申請

をしなかったのは何故か？ 

①助成金の申請は申請団体が直接行うものと、市町村

等を通して行うものがあり、このコミュニティ助成事業は北

上市長名で申請している為。また、助成申請の採択が遅い時

期であり当初予算には組み込めないため補正予算となった。 

②音響機器とパソコン等を購入。 

③昨年も申請し、２５０万円採択されているので今年はそれ

で不足した分を申請した為。 

質問質問質問質問    

回答回答回答回答    

 歳出の総務費の選挙管理委員会に「裁判員候補者名簿調整シ

ステム開発委託料」として１４７万５千円が補正額として計

上されている件について。 

①名称から、裁判員制度のスタートに合わせて開発す

るものだと思いますが、これは現在の選挙人名簿のシステム

に変更を加えるものでしょうか？または、新たに別システム

として開発するものでしょうか？②国の助成金や補助金等は

ないのでしょうか？ 

①裁判員候補者の名簿調整の流れは概ね次の通り。 

 

②開発費用については、最高裁判所から交付金として全額交

付され、補正予算の歳入科目としては２０款（諸収入）３項

（雑入）５目（雑入）１節（総務費雑入）の既存住民基本台

帳処理システム改修費交付金（147万5千円）となります。 

質問質問質問質問    

回答回答回答回答    

▲このパンフレットは、次のページ 

 からダウンロードできます。 

  http://www.saibanin.courts.go.jp/ 

  news/qanda.html 

今回の議会では、全員

一致で否決という議案

がありました。「県証紙

の販売を廃止する」とい

う議案であり、その理由

が不明確であるとともに

住民サービスの低下に

なるという事からの否決

でした。議会のチェック

機能が働いた例でもあり

ます。 

助成金の補正予算組入れについて 

裁判員制度に伴うシステム開発費について 

ア．裁判員制度スタートに伴い最高裁判所で開発した 

 裁判員候補者名簿調整システムが各市町村に配布さ 

 れてきます。 

イ．最高裁判所のシステムに選挙人名簿のデータをダ 

 イレクトに取り込むことができないため、裁判所の 

 システムに合わせてデータを変換します。 

ウ．選挙人名簿のデータを取り込んだ裁判所のシステ 

 ムで候補者を選定します。 
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 あの選挙戦から早４ケ月になりまし

た。沢山の方々のご支持により４位とい

う高位当選、満場の歓喜の声が今も

思い起こされます。当初、後援会の皆

様には６月頃「つつじ見会」でも致しま

しょうと話をしておりましたが、諸般の事

情によりご無沙汰してしまいました。お詫

び申し上げます。 

 さて、６月議会。三宅靖議員は新人

ながら一般質問をしました。傍聴はでき

ませんでしたが、ケーブルテレビでじっくり

拝見しましたが、新人と思えない落ち着

いた態度で、質問内容といい、市民に

大いなるアピールをし、今後の期待感も

高まったものと思います。 

 三宅やすし後援会通信「風」第１号

じっくりとご覧下さい。 

     後援会副会長 佐藤 郁夫 

 

編集後記 

4月 1日 初登庁 4月24日 市民観桜会 6月10日 6月定例会(一般質問) 

〃 議員全員協議会    26日 いわさき小落成式   11日   〃 

  7日 議員全員協議会    28日 北上地区広域行政組合    12日 教育福祉常任委員会 

〃 新清会総会   29日 消防演習    16日   議員黒陵会 

   9日 臨時議会／全員協議会   30日 戦没者追悼式    18日 6月定例会(最終日) 

〃 常任委員会／広報委員会 5月 8日 新清会研修会    22日  消防操法競技会 

〃 市政調査会幹事会    22日 議員全員協議会   24日 広報編集委員会 

  10日 広報編集委員会   〃 新人議員研修会  〃 新人議員研修会 

  16日 広報編集委員会   23日 スポーツ議連研修会    30日 広報編集委員会 

  17日    相去地区懇親会 6月 5日 6月定例会(初日) 7月 1日  市政調査会研修会 

  20日    地域婦人団体協議会総会  〃    広報編集委員会   9日 教育福祉常任委員会 

   22日 市政調査会幹事会     7日 青年会議所45周年  ～11日           視察研修 

  23日 議員全員協議会     8日  相去地区民運動会   12日 シルバースポーツ大会 

三宅やすし後援会会員募集のお知らせ 

 

 北上市議会議員三宅靖を支持し、応援して頂ける方

を募集しております。 

 後援会へのお申込みは、下記の三宅やすしオフィ

シャルホームページからか、お電話、ＦＡＸ、メール

にてご連絡下さい。（お電話の場合、留守電に録音し

て頂いても結構です。） 

  ①ご氏名、②ご住所、③電話番号、④年齢 

をお知らせ下さい。 

〒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 

三宅やすしの主な活動 

＊皆様のご意見をお待ちしております。下記までＦＡＸ、メール等

でお寄せ下さい。 

 また、三宅靖は全て自身で製作、運営している下記のホーム

ページで活動状況を詳しく報告しています。是非、ご覧下さい。 

 あの選挙戦から早４ケ月になりまし

た。沢山の方々のご支持により４位とい

う高位当選、満場の歓喜の声が今も

思い起こされます。当初、後援会の皆

様には６月頃「つつじ見会」でも致しま

しょうと話をしておりましたが、諸般の事

情によりご無沙汰してしまいました。お詫

び申し上げます。 

 さて、６月議会。三宅靖議員は新人

ながら一般質問をしました。傍聴はでき

ませんでしたが、ケーブルテレビでじっくり

拝見しましたが、新人と思えない落ち着

いた態度で、質問内容といい、市民に

大いなるアピールをし、今後の期待感も

高まったものと思います。 

 三宅やすし後援会通信「風」第１号

じっくりとご覧下さい。 

     後援会副会長 佐藤 郁夫 

編集後記 


