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 市議会議員として２年目の新しい年を迎えました。昨年は

１月に立候補を決意し、慌しく過ぎ去った１年でありまし

た。準備期間が短かった割には上位で当選させて頂くことが

でき、これもひとえに後援会の皆様の砕身のご尽力、ご支援

のお陰であると心から感謝いたしております。 

 さて､昨年の定例議会３回全てにおいて一般質問を行いま

したが、一般質問は､ただ質問するだけではなく､できるだけ

自身も関連した事に取り組み､具現化していくものと考えて

おります。 

 例えば６月議会では外部助成金の情報活用について質問し

しました。その情報を活用して宝くじ収益金による｢コミュ

ニティ助成事業｣へ、新しく創設した『相去藩境太鼓』とい

う創作和太鼓団体の太鼓購入費を申請しました。(まだ採択

されるかどうか分かりませんが…)そして、９月議会ではゴ

ミ問題について質問し、その後｢ゴミ減量市民会議検討委員

会｣に一般市民として参加しております。また、１２月議会

において質問した中学校区内の小学校同士の交流について

は､南小のＰＴＡ会長時代に、実施できなかったものの鬼柳

小と６年生親子レクを合同実施しようとした経緯もあり質問

しました。 

 今後も市全体や相去地区特有の課題について、質問だけで

はなく、できるだけ自分で取り組める事は実施していこうと

思いますので、皆様のご協力もよろしくお願いいたします。 
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 北上市議会第150回定例会において、私の所属する教育福祉常任委員会に附託された「北

上市国民健康保険条例の一部を改正する条例」という案件があり可決されました。これは本

会議ではあまり目立ちませんでしたが、委員会では質疑が相次ぎました。内容は、国が産科

医不足の対策として制定した「産科医療保障制度」により、今までの出産費用35万円に３万

円上乗せして支出するものです。この制度は医療訴訟が産科に多く、それが産科医不足の一

因でもあるという背景もあり､脳性まひに限って保険をかけようというもので、この保険料

３万円が本人負担となることから、その分を行政が負担しようとするものです。ある意味で

は良い制度なのですが課題も多く､直ぐに見直しとなるかもしれません。 

 また、報道等によると今年の１０月からは出産費用を更に４万円アップして42万円にする

との事ですが、2010年末までの暫定措置であり、その後は改めて検討するとの事です。少子

化対策として出産費用を支給する事は良い事ですが、財源として消費税の値上等も懸念され

ており、今後議論を呼びそうです。 
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①放課後子ども教室事業は教員負担増になっていな 

 いか。 

②今後の放課後対策は？ 

③「学校支援地域本部」事業には今後取組む予定は 

 ないか？ 

④家庭教育への取組みはどう考えているか？ 

①学童保育の補完する位置づけで平成19年度から実 

 施している事業で、黒西小､黒東小､飯豊小の３校 

 で先行的に３ケ年実施中。体育館や交流センター 

 等の空き時間を利用して地区のボランティアが対 

 応しており、教員負担にはなっていない。 

②この３地区での課題をまとめ平成22年度以降の方 

 向をまとめる。子どもに関する行政組織の見直し 

 は今後の検討課題。 

③読書ボランティアをはじめ、スポーツ、文化団体 

 等の指導等で地域の方の協力を得ており、あらた 

 めて、同事業に取組まなくても社会教育関係者の 

 学校支援は可能。 

④家庭教育支援検討会議を設置し、現状の把握や講 

 座開設、情報提供など具体的な検討を行い、学校 

 支援の上からも家庭の教育力の向上施策を充実さ 

 せたい。 

①「中一ギヤップ」対策に係る小中連携の具体策は？ 

②小学校から中学校への引継ぎに児童個表を導入しないか？ 

③北上っ子健全育成事業に代わる事業は？ 

④子育て実践協議会への支援策は？ 

⑤中学校区内の小学校間の連携は行わないか？ 
 
①ブロック別研修会、中学校区学力向上委員会、小中合同 

 の研究授業、中学校教員の小学校での授業、小学生の中 

 学校への体験入学等を実施している。 

②児童個表は独自の様式を検討し、今年度から進めていき 

 たい。 

③平成21年度から、引き継ぐ事業や推進体制を協議してい 

 きたい。 

④情報提供等や環境整備として支援していく。 

⑤学校間の日程調整や移動手段等の課題があり、ＰＴＡ行事 

 等も工夫をして、交流を進めて行く事も必要と考える。 

質
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社会教育における小中学校の支援体制について 

学校間の連携について 

第１５０回北上市議会定例議会一般質問 

全国的には、小中一貫

校も取組まれており、

岩手県内でも普代村が

2010年からの導入を検

討している。中高一貫

も含めて、教育課程の

見直しが必要となって

きている。 
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三宅やすしは、本年度３回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。 
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ホ テ ル ニ ュ ー ヴ ェ ー ル 北 上 の 再 生 に つ い て 

 第三セクター「(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っており、再生計画の

立案にあたって北上市へ債権の放棄を申し出てきました。北

上市の債権は、大きく次の３通りあり、特に１番目の固定資

産税をどうするかが課題です。 
 ①固定資産税（市税）………約４億２千万円（延滞金含） 
 ②保留床処分収入……………約８億２千万円（延滞金含） 
 ③駐車場貸付収入……………約３百万円 
 これが解消できないと再生計画が認められず破産となりま

す。破産の場合は、競売等によりニューヴェールの資産の処

分を行いますが、処分の見込み額として高く見ても３億７千

万円程度であり、これは全て抵当権を持つ政府系金融機関に

収納され、北上市には全く収められません。更に他の債権者

にも全く支払いができず、従業員も全員解雇となります。 

 再生できた場合には、今後の固定資産税収入が見込めるほ

か、従業員の継続雇用の他、現状の営業状態が維持できます

し、駅前の核施設としての機能も維持されます。 

 そこで、上記①～③をどのような方法で解消できるかにつ

いての検討経過を以下に説明します。 

 前述の②③については｢権利の放棄｣という手法で解消でき

そうです。ただし①については次のＡ～Ｄの手法を検討した

ようですが、消去法によりＤの方法しかないようです。 

 Ａ．権利の放棄 
   納税は特別法であり、一般法による放棄はすべきでな   
  いという事例と総務省の指導もあり適用しにくい。 
 Ｂ．市税の減免 

   市税条例により減免ができるが、定めた事項に該当し 

  ない為、特例としても適用しにくい。 

 Ｃ．執行停止と不能欠損処理 

   可能ではあるが今後継続できない事業に適用される。 

  今回は事業を引継ぐ事業者もいる為、適用しにくい。 

 Ｄ．補助金支給 

   再生助成金として支給し､それで市税を支払ってもら 

  う。公益性がある事業かどうかが議論の焦点となる。 

  見かけ上は、市税を収納したことになる。 

＊１月に臨時議会を行い、いずれかの手法を提案してくると 

 思われますので、議会としても苦しい判断を迫られそうで 

 す。この号をお届けした頃には結論が出ていると思います 

 が、どういう結果になるにしても、市当局と議員一人一人 

 が熟慮した結果であります。 

▲ホテルニューヴェール北上    

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

保留床処分収入 

再生計画にあたって 

市税の不徴収または徴収 

 ニューヴェール本館の

４階部分は、開業当初

からの分割払いとなって

おり、その残額分です。 

 支払いが完了していな

い為、所有権が北上市

に残ったままですが、何

故か抵当権が付されて

おり、その事も今回の問

題を複雑化しています。 
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11月15日 市政報告会(西文化ｾﾝﾀｰ) 12月 1日 新清会研修会 12月16日 12月定例会(最終日) 

    18日 花巻市議会交流会    4日    12月定例会(初日)    〃 議員全員協議会 

    20日 金ケ崎町議会研修会    〃 広報編集委員会     17日 広報編集委員会 

    21日 市政調査会研修会   5日  大提きたしん会     18日  編集作業(一般質問) 

   22日 北上市を語る会   7日 仲町振興会館総会     21日 後援会幹事会 

   〃 おかあさんの詩コンクール    〃 下組町内会総会   24日 広報編集委員会 

   〃 新清会交流会     9日 12月定例会(一般質問)  1月 4日   相去藩境太鼓の会 

   26日 二八の会(新人議員の会)    10日   〃    5日     広報編集委員会 

   〃 第40回記念サポセン講座    〃    相去交通安全協連合会      6日 市勢功労者表彰 

   27日  交通安全のつどい   11日  12月定例会(一般質問)    〃 北上市新年交賀会 

   〃 一般質問通告   〃   議員全員協議会    10日   青年会議所新年交賀会 

  28日  ゴミ減量市民会議   12日  教育福祉常任委員会   11日 福祉成人祝賀会/成人式 

    30日 相去藩境太鼓の会   〃   相去体育協会反省会   12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、下記のお申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX、または郵送にてご連

絡ください。また、三宅やすしオフィシャルホームページからもお申し込みできますし、必要事

項をご記入の上、電子メールでも受付ております。 

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、三宅やすしが 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。 

※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（北上市以降のみ） 電話番号 生年月日 

 〒  
  年   月  日生 

 〒  
  年   月  日生 

 〒  
  年   月  日生 

性別 

男 

女 

男 

女 

男 

女 
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