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 新年おめでとうございます。 

 皆様には、希望に満ちた良い新年をお迎えのこととお慶び

申し上げます。 

 平成22年、寅年の年頭にあたり、三宅やすし後援会の益々

の発展と、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 

 昨年は、三宅やすし議員の市政報告会を各地で開催したと

ころ、多数の方々にご出席いただき、心から感謝しておりま

す。出席された方々からは、市政の状況や課題、あるいは町

内の問題など、よく分かると大変好評でした。その中で、後

援会の組織的なことですが、女性や青壮年層の参加者が少な

いとのご指摘がありました。確かに６０代、７０代が中心に

なっておることは否めません。今後は、幅広い年代を糾合す

る取り組みを、皆様のご協力をいただきながら進めていかな

ければならないと思っております。 

 また、三宅やすし議員の活動、人物についてですが、各界

からの評価は良好であります。これは、本人の絶え間ない精

進の賜物であり、またそれを支える皆様のお力添えによるも

のです。 

 今後、三宅やすし議員には相去という視点を大事にしつ

つ、市全体という広い視野に立って、大いにはばたいて欲し

いと願っております。 

 最後に、皆様の益々のご支援、ご鞭撻をお願い申し上げ、

新年のご挨拶と致します。 
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①就学前児童への読み聞かせ強化は。 

②算数／数学・英語の学力定着、向上策は。また、別室登校   

 への対応は。 

③習熟度別指導の現状と今後は。 

①各幼稚園、保育園では毎日読み聞かせを実施している。ま  

 た家庭でも行えるように、保護者への研修会なども、小学  

 校の読書ボランティアと連携し開催している。今後は、そ 

 の活動を支援したり幅を広げていきたい。 

②授業では工夫を凝らし、一人一人に応じた指導を心がけて 

 いる。また授業以外でも朝や放課後を利用し、一人学習な 

 どに取り組んでいる。別室登校者へは、空いている教員や 

 副校長などが、学習に遅れが出ないように指導している。 

③教員の加配措置を受けている８校が算数／数学でチーム 

 ティーチングや少人数指導と組み合わせて習熟度別指導を 

 取り入れており、効果的な指導形態の一つと捉えている。 

 今後も複数教師による効果的な協同授業を検討、実践して 

 いきたい。 

①端末機のシンクライアント（軽機能）化は。 

②オープンソースソフト（無料ソフトの一種）の活用は。 

③システム開発からの業務見直しは。 

④セキュリティ対策と職員講習は。 

①シンクライアント化は、セキュリティ面でのメリットがあ 

 るものの、導入時期の違いやサーバー（ネットワーク上の 

 親機）の増強が必要な為、すぐに実施は困難である。 

②ワードやエクセルなどは６万円もするので無料ソフトの導 

 入で経費削減が期待できるが、互換性や国県などとの様式 

 の問題やサポート体制への不安から、導入は難しい。 

③業務見直しは、パッケージソフト（市販の標準ソフト）の 

 導入に業務を合わせる様にして開発経費を削減している。 

④セキュリティ講習会や情報管理運用規則などで不正防止を 

 し、ウィルス対策ソフトも導入している。 

質

問 

答
弁 

学力定着と向上策について 

第１６０回北上市議会定例議会一般質問 

質
問 

答 

弁 

１２月定例議会で、三宅やすしは次の２点について一般質問を行いました。 

情報管理コスト削減とセキュリティ対策について 

シンクライアント化により 

すっきりした机回り 
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【補足】北上市の平成２０年度決算における、情報管理や処理に関わる費用は、約５億４千万円でした。これらは

もちろん必要な費用ですが、いかにして削減していくかも大事な取り組みだと思います。例えば、福島県会津若

松市は、ワードやエクセルと言った文書作成や表計算ソフトを無料で使えるオープンソースソフトに変えた事によ

り、５年間で1,500万円が削減されました。また沖縄県の浦添市では２年掛かりで業務見直しを行い、基幹系シス

テムの発注費を半分に削減したようです。北上市においても、更なる工夫により情報処理費用の削減を期待する

ものです。 

※シンクライアントとは、

本体を持たない端末機

であり、データも保存し

ない為、情報漏洩や管

理費用が安いなどのメ

リットがある。 
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１２月議会のトピックスと議会改革特別委員会中間報告 

 １月１日より、北上市役所本庁舎向かいの健康管理センター

付属館内に、新型インフルエンザ等の発熱患者を臨時で診察で

きる「夜間診療所」が開設されています。これは、１２月議会

において、「北上市夜間臨時診療所条例」が可決された事による

ものです。当面は、18:30～20:30の受付けで、19:00～21:00の

診察という体制で開設されます。北上医師会の協力のもとに実

施しているもので、これから毎年、インフルエンザ等の流行の

様子をみながら開設したり閉所したりしていくとの事です。 

 平成２１年３月定例議会において、「議会改革特別委員会」が設置されました。１年半の

期限で、議会改革について検討し、今年の６月議会にはその内容が最終報告される予定です

が、その前に中間報告がありました。この特別委員会での検討項目は多岐に渡りますが、主

な点を少し紹介します。（これらは報告であり、決定事項ではありません。） 

 まず、議員定数を現行の３０名から、２６名へ削減する事です。また、常任委員会を現行

の４委員会から３委員会へまとめ、全ての委員会の行政視察は隔年実施とする、広報誌発行

だけではなく、市民の意見を聞く為の市民公聴会的なものを開催する、などが報告されまし

た。この改革により削減できる経費は、約２,６００万円～３,０００万円前後を見込んでい

夜間診療所の開設 

議会改革特別委員会中間報告 

 １２月議会での話題や特別委員会の中間報告を下記に紹介します。 
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夜間診療所 

補正予算 

 約４億２４７２万円の追加補正予算が可決されました。歳出

として追加された主なものは次の通りです。 

 ・障害者介護給付費等事業……………約６,６９３万円 

 ・国民健康保険特別会計繰出金………約３,１６７万円 

 ・生活保護扶助費………………………約９,１１０万円 

 ・道路管理事業（主として除雪費）……５,０００万円 

 ・下水道事業会計補助金……………３億５,０００万円 

 ・南中学校改築事業………………約１億８,０２０万円 

 ＊これらの中で、南中学校の耐震化の改築については、今後

の総事業費が１０億円余もかかる見込みですが、国の補助も減

額されており、その分をとりあえず市債の発行により事業を進

めていくとの事でした。３月末着工予定で、今年は南中学校が

５０周年を迎える年でもあり、順調な工事進行に期待するもの

です。また、生活保護世帯も一昨年来の世界同時不況以降、増

えておりますが、これ以上は増えないような景気に回復する事

を願います。 
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10月19日 新清会会議 11月13日 後援会事務局会議 12月 3日 12月定例議会(初日) 

    20日     第158回臨時議会    15日 北上三曲演奏会  〃    広報編集委員会 

  〃     議会全員協議会     16日 ゴミ減量市民会議  8～10日 12月定例議会(一般質問) 

  〃 北上地区広域行政組合議会     17日    三セク調査専門委員会     10日 教育福祉常任委員会 

  21日 後援会通信第６号発行   〃    黒北高PTA役員会  〃    相去交団連 

26～27日 広報編集委員会視察    19日   第159回臨時議会    16日   12月定例議会(最終日) 

    29日  三セク調査専門委員会   〃    議会全員協議会  〃    議会全員協議会 

   30日 花巻市議会交流会     20日 カレーの日給食試食会     18日     北上川中流域議会交流会 

   31日   相去町文化祭     21日  市婦協北上市を語る会     19日     後援会役員会 

11月 1日 相去ふるさとまつり    22日 市政報告会(下組)     21日       広報編集委員会 

     3日 私学フェスティバル   〃     11区30周年祝賀会  1月 4日       広報編集委員会 

     6日    農業団体交流会     26日 二八(新人議員)の会     10日     福祉成人式／成人式 

    11日 岩手県市議会研修会[盛岡]     30日     新清会会議   11日     消防出初め式 

〒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。 

三宅やすし及び後援会の主な活動 

＊ 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（北上市以降を記入） 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 
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