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   「初心」と「自信」 

 後援会々長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 重鎮の金田徳会長の後任として、私ごとき軽輩では誠にお

こがましいことであり、恐縮致している次第です。しかし、

選任されましたからには皆様のご協力をいただきながら精一

杯務めて行く所存です。 

 いつか申したことがありますが、議員の後援会は明確な目

的を持っています。日常的には議員の議会活動を支援してい

くこと。選挙にあたっては一丸となって当選させる原動力に

なること。 

 皆様の力で三宅靖氏を市議会に送り出しまして満一年。ど

うしても、あの時の熱気が薄れていくのは否めません。自戒

をこめながら「初心忘れべからず」を大事にしたいと思いま

す。 

 三宅議員には、初当選の時の「初心」と沢山の方々の支持

を「自信」に、多難な北上市政の課題に取り組んでいただき

たいと存じます。 

 最後に、会員の皆様の心からのご協力とご健勝を祈念いた

しております。 
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 去る１月３１日に、ホテルシティプラザ北上に於いて、三宅やすし後援会の総会を開催し、

金田徳会長が勇退され、新たに佐藤郁夫副会長が会長に選任されました。 

 新役員は下記の通りです。 
最高顧問［金田徳(２区)］、顧問［佐藤正昭(２区)、梅田勝志(６区)、千田弘(１区)、千田雄吉(１区)、及川和郎(１区)、 

  及川怜(１区)、三宅三雄(２区)、菊地圓光(２区)、高橋健一郎(２区)、遠藤博(２区)、桑原啓(２区)、島津信義(２区)、 

  千枝實(２区)、佐藤力(２区)、高橋参夫(２区)、山口英夫(２区)、菊地利雄(２区)、及川晴雄(２区)、千田賢蔵(３区)、 

  松田正美(５区)、浅水達(６区)、千田直彦(６区)、及川五郎(７区)、金田務(９区)］ 

会長［佐藤郁夫(２区)］、副会長［星彊(２区)、千田晴規(１区)、遠藤常雄(１区)、菊地吉美(２区)、千葉益夫(３区)、 

  島津一彦(３区)、松田節(６区)、高橋壮(７区)、千田政志(８区)、鈴木久男(９区)、高橋利征(11区)］、 

会計監事［三浦義信(２区)、佐藤健(２区)］、 

幹事長［金田勝洋(１区)］、副幹事長［渡邊和栄(２区)］、幹事［平野勝美(１区)、佐藤修(１区)、千田英夫(２区)、 

  佐藤彰吾(２区)、遠藤晴彦(２区)、金田一弘(２区)、高橋宗夫(３区)、古館美義(３区)、鈴木正(５区)、 

  高橋豊廣(５区)、石川健一(６区)、松田盛(６区)、千田習(６区)、田邊靖雄(７区)、星絹子(８区)、高橋久美子(８区)、 

  高橋咲子(８区)、塚本公子(９区)、江村日出男(10区)、高橋正行(11区)、千田安雄(11区)、桑島圭代(11区)、 

  及川均(11区)］ 

事務局長［佐藤博志(２区)］、事務局次長［照井勉(１区)、村上勲(２区)］、事務局［佐藤瑞夫(２区)、千枝忍(２区)、    

  星好(２区)、小山一男(２区)、菊池勝芳(２区)、菊地建(２区)、三浦武美(２区)、佐藤秋夫(２区)、松田高(５区)、 

  田邊寿和(７区)］ 

青年部長［菊地法吉(２区)］、青年部副部長［高橋崇(２区)、及川佳祐(１区)、菊地雅行(２区)、菊地隆裕(２区)、 

  高橋勝利(５区)］、女性部長［三宅京子(２区)］、女性部副部長［高橋ゆかり(２区)］ 

三宅やすしの挨拶……………1 

第148回定例議会終わる ……2 

 ・総合運動公園の 

     施設計画について 

 ・ごみ減量策の広報活動について 

ホテルニューヴェール北上の 

民事再生手続きについて……3 

主な活動、編集後記…………4 
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①次期総合計画策定における基本的スタンスは。 

②現計画の進捗状況は。 

①総合計画は市民と行政がまちづくりを進めていくための指

針であり、行政運営の最上位の計画である。基本方針として

やるべきことを選択し、そこに経営資源を集中させる必要が

ある。行政だけではなく市民、ＮＰＯ、企業などあらゆる主

体が新しい公共の仕組みを創造していく必要がある。また、

地域住民の主体的参画と多様な協働の推進など４つの基本的

視点で作業を進めている。 

②現在の総合計画の執行状況は、事業費ベースで９５％と見

込まれ、概ね順調に進んでいる。また、２２年度までに着手

できない主な事業としては、相去の平林線道路整備事業など

があり、必要な事業については次期計画の中に組み入れる。 

①広域振興局再編に関する市の考えは。 

②ＪＡなど農業団体合併により担い手等営農指導に影響は。 

③一貫した市道体制確保の意味で農業団体、行政の「ワンフ

ロア化」の推進は。 

①県内を４つの広域振興局体制へ移行するほか、現在の総合

支局に変えて行政センターを設置する事などが柱になってい

る。北上総合支局に関しては、農村整備センターと土木セン

ターが北上市に設置されるほか、その他については花巻市、

北上市どちらかに置く案となっており、具体的には示されて

いない。また、国や県の公的機関が当市以外に置かれている

状況であり、県としての対応を示すべきと考えている。 

②「北上地方農林業振興協議会」において様々な振興策を進

めてきたほか、地域の活性化を目的に「農楽工楽(のらくら）

クラブ」がスタートしたばかりであり、これらの施策に影響

が出てくるのではと懸念している。 

③ワンフロア化については、それぞれの団体で組織する

「チーム北上」を設置し取り組んでおり、成果等を検証しな

がら検討していく。 

質

問 

答

弁 

次期総合計画策定に関する基本施策について 

第１５２回北上市議会定例議会代表質問 

子どもに対する行政窓

口の一本化は、他市町

村でも「子ども課」と

して教育委員会に設置

している例もあり、北

上市も設置に向けて課

題の整理を行っていま

す。 
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今回の議会では、三宅やすしの所属する会派「新清会」から、会派代表者が 

次のような代表質問を行った為、個人としての一般質問は行いませんでした。 

県南振興局再編に伴う振興策について 

（仮称）子ども課の設置について 

幼児教育について行政側の窓口の一本化による市民サービス

の向上策として「子ども課」の設置予定はないか。 

市民サービスの視点と子どもの健やかな成長と発達段階に応

じた支援をする視点から、設置は必要と考える。所掌事務の

範囲を整理しながら２１年度に検討する。 

質

問 

答 

弁 

新しい広域振興圏 

県南広域振興圏 

県央広域振興圏 
沿
岸
広
域
振
興
圏 

県北広域振興圏 
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相去地区への予算措置について 

 南中学校は、市内小中学校の耐震診断により、補強工事で

はなく「改築」を行うとされ、平成２０年度から実施設計を

行う予定でした。しかし、市の財政状況から事業に取り掛か

れずにいましたが、６月議会での、三宅やすしの一般質問へ

の答弁により平成２１年度から実施していくとの事でした。

そして、国の第二次補正予算の中にも学校の耐震化推進策と

しての費用も盛り込まれた事から、平成２０年度の補正予算

に「南中学校改築事業」が単独事業として明記され、実施設

計業務委託費２，９６１万円が計上されました。 

 実際には、年度末ですので平成２１年度への繰越となりま

すが、いよいよ設計に着手する事になります。建設費は１０

～１２億円掛かるとも言われており、学校やＰＴＡとも充分

協議してより良い学校にして頂ければと思います。惜しむら

くは、平成２３年の南中学校５０周年には新校舎が間に合わ

ない事です。（改築は教室棟のみ） 

 また、新年度予算では、同じ南中学校の技術室がある棟の

耐震診断費用１９８万円も計上されています。 

 今回の３月定例会では、新しく「議会改革調査特別委員会」が設置されました。各会派等

から９名の委員が選出され、今後約１年半にわたり、議会改革について調査研究していく予

定です。三宅やすしは残念ながら委員ではありませんが、会派の会議等を通じて意見を述べ

ていく予定です。 

 この委員会の調査内容はいくつか挙げられていますが、最も注目されるのが、議員定数に

ついてです。現在の北上市議会は、法定数通りの３０名の議員ですが、他の市町村では保定

数より削減しているところも増えてきており、北上市議会においても削減案が浮上していま

す。次の市議会議員選挙が平成２４年３月の予定ですので、選挙が近くなると削減案がなか

なかまとまらないという事もあって、今回の委員会では平成２２年中旬には結論を出して、

本会議に提案する事を目指しています。 

 

南中学校の耐震化改築工事 

相去地区交流センター改築工事 

議会改革調査特別委員会の設置 

南中学校 

（手前校舎のみ改築） 

トピックス 

 市内１６地区の中で、最後の独立した交流センターとして

の工事がいよいよ始まりそうです。平成２０年度の補正予算

として、「相去地区交流センター増築工事実施設計委託料」と

して５８０万円が計上されました。“新築”という事ではない

のが残念ではありますが、自治協議会内にも「新交流セン

ター建設委員会」が設置され、三宅やすしも顧問として、参

加し、先進地視察や会議にも出席し、より良いセンターとな

るよう検討しています。 

現在の相去地区交流セ

ンターは相去体育館の

一部を間借りしている

状態です。新規の建設

案もありましたが、現

在の施設の増改築とい

う形で実施される事に

なりました。 

相去地区にも、下記のようにいくつかの予算措置がなされました。他に南小学

校専任の英語教師の配置なども予定されています。 
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 1月15日 振興局説明会 2月 7日 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ安全教室  3月 3日 予算概要説明会 

    16日 議会全員協議会   10日    政治団体収支報告    〃 教育福祉常任委員会 

   〃 二八の会(新人議員の会)研修    〃 新清会会議      5日 3月定例議会(初日) 

    22日 市政調査会研修会    〃  農業団体交流会     10日  3月定例議会 

   〃 新清会研修会   12日 南中PTA3学年委員会     11日 3月定例議会(代表質問) 

    24日 公共政策フォーラム(盛岡）   13日 臨時議会/全員協議会   12日 3月定例議会(一般質問) 

    25日    後援会事務局会議    〃    ゴミ減量市民会議    13日       教育福祉常任委員会 

   26日 南中PTA3学年委員会    16日 北上地区広域行政組合 16～18日       予算分科会 

  27日  広報編集委員会研修会    19日    議会全員協議会     23日 予算特別委員会 

   31日  後援会総会（ﾎﾃﾙｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ)   20日  相去青少年健全育成会    25日 3月定例議会(最終日) 

 2月 2日 地方議員セミナー(仙台)    21日  新清会研修会    27日   広報編集委員会 

   4日  南中PTA3学年委員会   23日  北上体協意見交換会  4月 3日 広報編集委員会 

     5日 市議会議員黒陵会    26日  南中PTA幹事会  5・6日     地方財政ｾﾐﾅｰ(東京) 

〒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 

三宅やすし後援会入会申込書 

ｷﾘﾄﾘ 


