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 当選後、２度目の定例議会も無事終了しました。 今回は

議会開催中に父の逝去がありました。 亡父は､この２年程は

ほとんど寝たきりの生活でした。 ９月２日急遽入院、９日

の私の一般質問の日は安定していましたが、一進一退を繰り

返し、９月11日の早朝に眠るが如くの最後でした。皆様には

過分なる御弔意を賜り、この場をお借りして心から御礼申し

あげます。 

 さて、議員となり７ヶ月、議会以外の場でも色々と活動さ

せていただいております。 先頃、花巻養護学校の通学支援

サービスが、ＮＰＯ法人｢グラス｣(障害児放課後支援サービ

ス)と｢北上地区タクシー業協働組合｣の協力を得て､９月から

運行開始することができました。市では、障害者自立支援法

に基づいて、自立支援協議会により様々な支援策を講じてお

ります。その中のくらし分科会のワーキンググループで、花

巻養護学校の通学手段の検討をしており、今回の通学支援

サービスが生まれました。現在、花巻養護学校には市内から

６０名程が入学しており、そのうち約３０名が毎日通学して

います。そのほとんどは保護者の自家用車による送迎、共働

きの家庭にとっては大きな負担となっていました。私のその

ワーキンググループに入り、様々な検討を重ねた結果、ジャ

ンボタクシーの利用が最適となり、都タクシーにて２週間の

テスト運行を実施して、本格運行にこぎつけました。これに

至るまでには、市当局、ＮＰＯ、保護者、相談員の方々と何

度も打合せを行い、価格、運用面、運行ルート等の検討を重

ねてチラシを作ったりしてきました。小さな一歩ですが、こ

れが障害者支援の一助となって広がって行く事を願います。 
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 トヨタ系の関東自動車工業に対する自動車部品の輸送拠点として、北上市のオフィス

アルカディア付近にＪＲの貨物駅を設置しようという動きが以前からありました。設置

には６０億円かかるとも言われ、どうするのかが課題となっています。 

 折りしも､宮城県に同じトヨタ系のセントラル自動車の進出が決まり、そちらでも貨物

駅の誘致を開始しました。貨物駅が設置される場合どちらか一方となり、それは今後の

自動車関連産業の集積に大きな影響を与えると推測され、北東北の物流の要衝の地とな

る為にも、北上市に早期新設を願うものです。商工会議所でも、企業や他の商工会議所

とも協力し貨物駅設置促進協議会を設立しましたが、地元の相去地区の皆さんの力も影

響すると思われ、これからが大事な局面となります。 
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三宅やすしは、本年度２度目の一般質問を行い 

       以下の２つのテーマについて質問しました。 

①電光掲示板の表示素子であるＣＲＴ管は生産が中止され 

 ており、10年を経過し今後の交換頻度の増加も懸念され 

 る中、保守と電光掲示板本体の更新計画は？ 

②陸上競技場へ夜間照明施設の設置予定は？ 

③総合体育館へ売店等の施設を設置する計画は？ 

④ネーミングライツ(施設命名権)やスタジアム看板等の 
 広告媒体収入の計画はないか？   
①陸上競技場は平成10年度から供用開始しており、その間 

  に交換したＣＲＴ管の本数は約70本､在庫が180本程ある 

 ので相当期間は対応できると思われるが､各種 

 競技において選手名や記録が一画面で表示で 

 きないなどの問題点もあり､２巡目国体の開催 

 を見通しながら更新計画の検討をしていく。 

②夜間照明施設は､使用頻度､建設コスト､維持コ 

 スト等を考慮し､常設ではなくても支障はない 

 と考える。また､県への設置要望も検討したい。 

③売店等設置の常設は､総合体育館だけではなく 

 公園内全体として研究していきたい。 

④広告収入については今後の検討課題としたい。 

①広報きたかみにおける「きたかみごみ情報」コーナーの 

 活用は？ 

②ゴミ処理実態の告知手段は？ 

①北上ごみ百科を平成16年に全戸配布したり、他課からの 

 情報量が増えた為、同コーナーの掲載頻度が隔月と減少 

 した。今後は、手数料化に伴い新たにごみ百科を配布す 

 る予定でもあり、広報媒体を積極的に活用し、適正排出 

 の推進、不法投棄の状況等の情報を提供していきたい。 

②ゴミ処理の実態を目にすることは、市民の理解につなが 

 るものであり、処理施設の定期的な見学ツアーは 

 今後検討していきたい。また、処理過程の写真や 

 説明は、収集、焼却、埋立までを時系列に整理し 

 解説を加えた内容で、ホームページへの掲載、出 

 前講座等を利用して公開するように努めたい。 

平成２３年には、北東北

インターハイの陸上競技

の開催が確定。平成２８

年度の２巡目国体は、開

会式の開催と陸上競技

及び他競技の開催を招

致中ですので、それらに

向けた施設整備が必要

となります。 
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家庭ゴミの手数料化が、

１２月から実施されます

が、手数料化以外のゴミ

減量策として、広報活動
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ホテルニューヴェール北上の民事再生手続きについて 

 ８月２１日に、北上市が１億円出資している第３セクター

の「(株)ホテルニューヴェール北上」が、盛岡地裁に民事再

生手続きの申し立てを行いました。負債総額が、約３８億円

５千万円であり、そのうち北上市に対しては、固定資産税等

延滞金も含めて約１４億円となります。今後は、債権の確定

と債権計画案の作成により、債権者説明会において同意を得

られれば、再建の道に入れます。今回は、夏油高原スキー場

などを傘下に持つ北海道の加森観光(株)がスポンサーとなっ

て再建する為、現在も事業は継続していますし、今後も大丈

夫だと思います。ただ、出資者や債権者や保証人になってる

方々には大変苦しい状況であり、今後の再生計画案の内容が

気になるところです。 

 北上市は次のような会社等へ出資しており、夕張市問題以

降に地方財政健全化法が制定され、第３セクターまで含めた

地方公共団体全体の健全化が求められています。この法律に

は、４つの指標があり、その指標をクリアできないと財政健

全化計画の策定が義務付けられます。 

▲ホテルニューヴェール北上は 

    通常通り営業しています 

  http://www.kitakami-nv.com/ 

民事再生民事再生民事再生民事再生とととと    
                    会社更生会社更生会社更生会社更生のののの違違違違いいいい    

再建に向けての再生手続き 

北上市出資法人一覧 

どちらも、再建型の手続

きですが、会社更生は

株式会社のみ適用で、

民事再生は中小企業が

主で個人にも適用できま

す。また、会社更生では

現経営陣は退陣しなけ

ればなりませんが、民事

再生ではそのまま経営

陣が残れます。 

法人名 概要 

北上地区広域土地開発公社 公用地等の管理・分譲等 

(財)北上市自治振興公社 ふるさと体験館/西部給食ｾﾝﾀｰ 

(財)和賀町福祉等基金 地域福祉活動 

(財)北上市文化創造 さくらホール 

(財)北上市体育協会 総合運動公園指定管理者 

(社)北上市機械化農業公社  

(財)江釣子福祉基金 地域福祉活動 

和賀有線テレビ(株) ケーブルテレビ局 

北上ケーブルテレビ(株)     〃 

北上開発ビル管理(株) 駅前のぐろーぶ 

(株)北上オフィスプラザ 相去のオフィスアルカディア 

(株)ホテルニューヴェール北上 駅前のホテル 

北上都心開発(株) さくら野のビル 

(株)エネシス北上 ガス会社 

出資割合 

90.0% 

100% 

100% 

100% 

79.5% 

49.0% 

37.7% 

29.4% 

27.5% 

28.3% 

22.3% 

22.3% 

17.4% 

10.0% 

(株)北上スポーツパーク 6.8% 和賀川河川敷ゴルフ場 
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 市内各方面のさまざまな方々か

ら、三宅やすし議員は素晴らしい、

とか期待しているとか高い評価の言

葉を頂いています。そうした市民の

声に応える意味でも、三宅議員には

一層精進してほしいし、後援会とし

てもしっかりと支えていかなければ

なりません。 

 話は変わりますが、編集後記を私

が書いているので、「この会報の編

集をしているのですか？」と聞かれ

た事があります。この会報は、全て

三宅議員が編集しており、私は発行

前に会長とともに見させていただい

ています。 

 この会報から、市政の一端を垣間

見る事ができれば幸いです。 

      後援会副会長 佐藤 郁夫 

 

編集後記 

7月18日 相去地区区長会研修会 9月 1日 新清会研修会 10月 2日 柴田町議員交流会 

   23日 議員全員協議会    4日    9月定例会(初日)     7日    広報編集委員会 

〃 新人議員研修会    〃 決算特別委員会      9日 広報編集委員会 

   25日 北上市社会福祉大会    〃 広報編集委員会   ～10日    視察研修 

  31日 西和賀町議会交流会   5日  決算説明会     14日 新清会 

8月 1日 臨時議会／全員協議会    〃 議員全員協議会   ～16日    視察研修 

    2日 後援会市政報告会・懇親会     9日 9月定例会(一般質問) ＊ 以下は今後の予定 

   5日 議員野球部医師会交流試合    10日   〃     20日 北上地区広域行政組合 

   8日 新清会会議    22日 決算特別委員会     21日 北上消防組合野球試合 

  20日     地方議員セミナー   〃 市政調査会幹事会     23日 新人議員研修会 

   21日 議員全員協議会    26日  9月定例会(最終日)     30日 岩手県市議会研修会 

  22日 新人議員研修会   〃 議員全員協議会 11月 2日 相去ふるさとまつり 

   27日 相去地区市政懇談会          9日 北上三曲演奏会 

〒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 

三宅やすし後援会会員募集のお知らせ 

 

 北上市議会議員三宅やすしを支持し、応援していた

だ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、電話、FAX、メールにて

ご連絡ください。 

お手数ですが､お申込みの際には①ご氏名､②ご住所､

③電話番号、④生年月日 をお知らせください。 

(電話の場合､留守電に録音していただいても結構です) 

  

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。 

相去ふるさとまつりでは相去藩境太鼓のメンバーとして、 

北上三曲演奏会［さくらホール13:00～］では尺八奏者として 

三宅やすしが出演予定。 

※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 

      北上北上北上北上アビリティーセンターアビリティーセンターアビリティーセンター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 

 市内各方面のさまざまな方々か

ら、三宅やすし議員は素晴らしい、

とか期待しているとか高い評価の言

葉を頂いています。そうした市民の

声に応える意味でも、三宅議員には

一層精進してほしいし、後援会とし

てもしっかりと支えていかなければ

なりません。 

 話は変わりますが、編集後記を私

が書いているので、「この会報の編

集をしているのですか？」と聞かれ

た事があります。この会報は、全て

三宅議員が編集しており、私は発行

前に会長とともに見させていただい

ています。 

 この会報から、市政の一端を垣間

見る事ができれば幸いです。 

      後援会副会長 佐藤 郁夫 

編集後記 


