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 早いもので市議会議員となり２年目、最初の定例議会も無

事修了しました。前回の３月議会では代表質問がありました

ので、私個人としての一般質問は行いませんでしたが今回の

６月議会においては大きく２つの項目について一般質問を行

いました。一般質問と代表質問については下段のコラムに解

説しておりますが、｢質問｣は市議会議員の重要な役割であり

責務のひとつだと思います。北上市議会では決められている

訳ではありませんが、議会毎の一般質問者がだいたい１０人

～１５人程度います。しかし、ただ質問すれば良いという訳

ではなく、その内容や質問の仕方等、いわゆる｢質問力｣の向

上が必要だと考えます。自分なりに勉強しているつもりです

が、ケーブルテレビや議会傍聴等で、私の質問について何で

も結構ですので、気がついた点があればご指摘いただければ

幸いです。 

 さて、平成２８年に予定されている岩手国体の主会場が北

上市になりましたが、平成２３年のインターハイ陸上競技も

あり。その他レ大会等も含めて、しばらく北上総合運動公園

周辺は賑やかになりそうです。受け入れする地元としても環

境美化整備等で協力したいものですし、関連した様々な施設

整備がどのように実施されていくのかも、議会として注目し

促進していきたいと思っています。 
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案・提言を行ったり、役所の仕事・行政事務全般について執行機関の見解を求めること」を

言います。北上市では、「特定の議案等について問題点や不明確な点を問いただすこと」は

「質疑」と呼んで区別しています。「質問」は、事前にその要旨を通告します。 

 「代表質問」とは、議会に所属する各会派を代表して行う質問のことを言います。北上市

議会では市長が当初予算案を提出する３月定例会での所信表明に対して代表質問を行ってい

ます。市長の施政方針に対する質問になりますので、具体的な個別政策より大きな方向性に

ついて聞くことの方が多いです。 

 「一般質問」とは、会派の代表だけでなく、個々の議員が行うもので、代表質問と異なり

議員の住民に対する日常活動や住民の意思を反映した質問、つまり個別具体的な議員からの

政策提案も含めた質問と言えます。 

 議会は執行機関をチェック・監視することが重要な機能なので、執行機関への質問・質疑

は、住民代表としての議会の役割からも重要な権能だと考えられます。 
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①近隣市町と連携した観光圏設定は。 

②産業観光への取り組みは。 

③他部署管理の施設について観光との連携は。 

④農業や商業と連携した観光施策は。 

①観光圏整備法に基づいた観光圏設定の具体的な動きは  

 まだないが、従来の西和賀町も含めた観光物産の振興 

 と、みちのく三大桜名所づくり等を進めていく。 

②平成19年度から産業観光に取り組んでおり、今年度は 

 受入可能な企業と既存観光施設を含めたモデルコース  

 を設定し、産業観光パンフレットを新たに作成する。 

③観光施設として活用するため、観光パンフレットへの 

 掲載やスタンプラリー施設に含めたりしている。さく 

 ら宿泊パックでは無料拝観を実施し好評だったため、 

 今後も実施したい。 

④北上の食のＰＲや消費拡大に努めたり、観光ガイドの育 

 成について関係機関と協議を始めている。物産開発推進  

 協議会にも、お土産を考える会を組織し特産品開発に取 

 り組んでいる。 

①「農産物ブランドアップ事業」の課題と対策は。 

②産直施設への支援策は。 

③農業の６次産業化を目指す農商工等連携促進法への取り組 

 み策は。 

①平成20年まで３ヵ年実施したが、二子のさといもについて 

 は地域ブランドとしての商標登録ができなく、いもがしら 

 の粉については試作段階で留まっている等、事業が完了し 

 ていない。今後も事業を継続し、他団体と一体となり開発 

 に努める。 

②産直は、現在４団体がそれぞれ運営しており､｢産地直売所 

 魅力アップ事業」により産直協議会を組織した。その協議 

 会において魅力アップ、加工品の開発、品質管理の研修や 

 や、商工関係者との連携を行っていきたい。また、産直の 

 開設については国等の助成制度がある。 

③新しい法律であり、申請等の窓口がまだ各市町村でも整備 

 されていない。今後は県とも密接な情報交換を行い、制度 

 を効果的に活用して農業振興を図りたい。 

質

問 

答弁 

産業観光も含めた観光振興策について 

第１５５回北上市議会定例議会一般質問 

６次産業化とは、 

「１次産業×２次産業

×３次産業」で、農林

産物の加工、流通、販

売まで異業種が有機的

に連携して事業化して

いくこと。 
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今回の議会で、三宅やすしは次の２点について一般質問を行いました。 

農商工連携への取り組みについて 

北上の観光の要である 

展勝地桜並木 
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６月議会のトピックス 

 大提東にある大堤幼稚園は、園舎の

老朽化と園児数の増加に伴い、手狭と

なっておりました。折りしも、旧 県立

北上農業高校用地として、昭和39年に

北上市が県に寄附していた土地の一部

が返還されました。そこで、その返還

された土地のうち9,900㎡を大提幼稚園

を経営する｢学校法人花北みのり学園｣

に3,055万円で売却することとなり、そ

の議案が今議会にて可決されました。 

 

 ６月１７日の国会にて、３９年振りに農地法等の改正案が可決・成立しました。 

 現行法では農地の所有権の取得にしろ、賃借権の設定にしろ、個人は農作業に常時従事す

ること、法人は農業生産法人であること等の要件が課されていますが､今改正により所有権

の取得要件を維持するが賃借権の要件を緩和し､誰もが農地を借りられるようになりまし

た。つまり、株式会社等が賃借で農業参入する機会が拡大します。会社が農業参入し、地域

農業の担い手として耕作放棄地の解消等が期待されるという話もあります。 

 しかし、食料自給率の向上や耕作放棄地の解消に会社組織での参入で解決するかどうかは

疑問です。むしろ、専業農家の経営を圧迫しかねないという懸念もあるようです。 

 改正についての詳細は、「農林水産省＞経営＞農地制度の改正」というページをご参照く

ださい。   http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/ 

 

大提幼稚園の移転先としての市有地売却 

請願と陳情について 

農地法改正 トピックス 

 今議会では｢政府が自ら決めた備蓄

ルールに基づいて政府米の買い入れを求める請願｣他１件の

請願と｢肺球菌ワクチンへの公費助成に関する陳情｣の３件

が採択されました。 

 このうち、備蓄米については政府が100万t備蓄するとい

う基準を決めておきながら、現在はそこに達していない

為、更に12万tを備蓄米として買い入れするよう国へ要望書

を提出しました。 

 後者の肺球菌ワクチンについては、高齢者の死亡率３位

に肺炎があり、その肺炎の半分以上の原因である肺球菌に

対するワクチン接種に市として助成をし、奨励すべきだと

いう内容でした。それにより高齢者に対する医療費も軽減

されたという報告もあるようです。 

請願と陳情 
 
請願には紹介する議員

が必要ですが陳情には

不要です。どちらも議

会で採択された場合、

その内容に沿い議会か

ら要望書を市や国等へ

提出したりしますが、

それによる強制力は無

いようです。 

 気になる話題がいくつかありましたので下記に紹介します。 

この部分が売却地 
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 4月 8日 臨時議会／新清会総会  5月 3日 後援会事務局会議    31日          相去剣道スポ少30周年 

    11日 相去老人クラブ総会     7日 議会全員協議会  6月 3日     県高P連総会[盛岡] 

    17日 市政調査会幹事会    〃     市政調査会幹事会     4日 6月定例議会(初日) 

   〃 相去青少年健全育成会総会      8日    県高P連中部地区総会  〃    広報編集委員会 

    20日 市民観桜会     10日    市政報告会[9区]  9～11日 6月定例議会(一般質問) 

   〃  相去交流センター建設委員会    12日 黒北高PTA役員会    11日   教育福祉常任委員会 

   24日  スポーツ振興議員連盟総会    14日  二八の会研修会     17日 6月定例議会(最終日) 

   〃 市政調査会総会     15日 相去防犯協会総会     19日     二八の会研修会 

  27日  新清会研修会    21日  新清会/議会全員協議会     21日     市政報告会[5区大谷地] 

    28日 相去交通安全協議会総会    22日 黒北高PTA総会    22日        広報編集委員会 

    29日 消防演習・祝賀会     24日   稲葉興賀30周年祝賀会     25日       議会全員協議会 

   30日    和賀地区戦没者追悼式    26日    スポーツ議連研修会     30日     広報編集委員会 

 5月 1日 黒陵会総会   〃     市政調査会研修会 7月2～3日     高P連東北大会[青森] 

〒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 


