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三宅やすし 
  

 以前から、「地域で子どもを育てる」という事が

言われてきております。しかし、自分の地域の子ど

も達を知らないという方が多くおられることに驚き

ました。それは、子ども達が地域行事にあまり参加

しない事が要因であると思います。 

 また、ゆとり教育への反省から学力向上の方向に

転換しつつあります。その反面、ごく一部では学力

をつけて レベルの高い学校へ進学してしまうと､そ

の後、地元に残らないという心配から、あまり学力

をつけて欲しくない、という話も聞かれます。これ

は、故郷に どの様な就職先が有るか、という問題

にもなりますが、根本にあるのは郷土に対する愛着

や育った地域との係わりがどの程度であったかとい

う点だと思います。 

 教育の基本として「知育・徳育・体育」の三育が

提唱されており、最近これに食育が加わり、４育と

なっております。更に５番目として、地域で子ども

を育み見守るという観点から『郷育（さといく）』

を位置づけて考えてみました。 

 『郷育（さといく）』の定義は、「地域との関わり

や活動への積極的な参加､地域の伝統や文化を理解

し､郷土を愛し、地域に誇りを持つ心を育むこと。」

としました。 

 「郷育（さといく）」についての施策の基本方向としては、次の３点が考え

られます。 

 一、子ども達が地域と関わる機会を増やし、地域の一員としての自覚を 

   持つこと。 

 二、地域内での子ども同士の連帯を幅広い世代で深めていくことで 

   心豊かに育つこと。 

 三、自分達の町を知り、地域の伝統や文化を学び、郷土愛を育むこと。 

 更には、これらを子ども達だけでなく、大人も含めて実施していく事が大

切だと思います。 
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①地域の運動会の係員や選手としての参加、一斉清掃活動、  

 敬老会でのアトラクション、地域のまつり等へ多くの児童 

 生徒が参加している。学社連携の観点から、地域から学校 

 へ要望があれば、積極的な参加を働きかけている。ＰＴＡ 

 を通じて保護者へも意識啓発をしていきたい。 

②小中学生が一緒に、資源ゴミ回収や花壇整備、お祭りの準 

 備などを行っている子ども会もある。中学生はクラブ活動 

 などもあり、参加しにくい面もあるが、事例なども紹介 

 し、自主的な取り組みを支援していく。 

③小学校３年と４年の社会科で、副読本「わたしたちの北上 

 市」活用して学習している。ＤＶＤや指導事例集も付いて 

 おり、高学年や中学校でも利用して、地域の教育を充実さ 

 せていきたい。 

④中学校で７校、小学校で13校が取り組んでいる。指導者の 

 確保など課題もあるが、取り組みは重要だと考えている。 

質 

問 

答
弁 

郷育(さといく）のススメ 

第１６５回北上市議会定例議会一般質問 

９月定例議会で、三宅やすし は次のような一般質問を行いました。 
＊郷育（さといく）については、表紙の巻頭言をご覧下さい。 
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文化財を生かしたまちづくりを 

①歴史文化基本構想を策定しないか。 

②文化財の保護の現状と課題は。 

③地域づくり、教育、観光での活用は。 

④南部領伊達領境塚の国の史跡指定10周年記念事業などを実 

 施して、文化財の活用と周知をはかってはどうか。 

質
問 

答 

弁 

相去保育園の鬼剣舞 

①小中学生が参加や運営補助などで、地域行事に関わってい 

 る事例と啓発策は。 

②子ども会への中学生の参加状況と活動推進策は。 

③地域について学ぶ機会の拡充策は。 

④小中学校における、郷土芸能への取り組み状況は。 

①国の「文化審議会文化財分科会報告書」で提言されたもの 

 で、全国20ケ所でモデル事業を実施している。その方向性  

 や課題などの状況を見てから判断したい。 

②市内には159件の多様な文化財があり、文化財保護法により 

 所有者が責任を持って管理していただいている。 

 また、毎年1月26日には文化財防火デーであり、消防署と合  

 同で防火査察を行って防災にも努めている。 

③交流センターや学校毎に、地域の文化財に関する講座や学 

 習を実施している。観光でも更に活用していきたい。 

④市が主催する事は考えていないが、保護団体が盛り上がり 

 自主的に実施していくよう期待する。 

南部領伊達領境塚（間の沢

領境塚：みちのく民俗村内 

南保育園の鹿踊り 
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９月議会のトピックスと「市民と議会をつなぐ会」開催 

 ９月の一般会計補正予算に、夏油高原スキー場への補助金 約

２千万円が計上されました。これは国有林野使用料相当額で

す。スキー場の施設は北上市所有となっており、林野庁では所

有者が使用料を支払うべきという指導があるようですが、加森

観光が事業を継承した際に、一切の経費を負担すると契約した

為、現在まで、スキー場が負担してきましたが、景気低迷とス

キー､スノーボード人口の激減で経営が厳しくなり、その契約の

見直しを要望され､市としての使用許可申請が間に合わない為､

補助金として拠出するという補正予算内容でした。しかし、議

員の多数意見として、民間会社への単なる赤字補てんではない

かという事から、この補助金を除いた修正動議が出され、それ

が可決されました。加森観光は、市と２０年契約を結んでいま

すが、経営が立ち行かなくなった場合、撤退の可能性もあり、

今後は市としてスキー場の必要性を含めた議論が必要だという

意見もあり、議会としても議員間での意見交換をする機会を設

けて審議していくべき課題のひとつです。 

 三宅やすしが副委員長を務める「広聴広報特別委員会」が主催する「市民と議会をつなぐ

会～議会報告と意見交換会～」が下記の要領で開催されます。市議会始まっていらいの試み

でもあり、どの会場に参加されても結構です。是非、お誘いあわせの上、ご来場ください。

尚、議会報告ですので、議員個人の報告や意見ではありませんので、ご了承ください。 

 ■開催日と開催場所（各地区交流センター）： 

 

 

 

 

 

  

 

 ■ 

    

 ■開催時間：19：00 ～ 20：30 

 ■内  容：①９月議会報告、②議会改革特別委員会報告、 

       ③議会基本条例検討特別委員会経過報告、④意見交換 

 ■班 編 成：(順不同、敬称略) 
  １班＝星敦子、高橋孝二、川邊津好、佐藤司、菅野豊志、髙橋初男、武田勝 

  ２班＝梅木忍、高橋穏至、八重樫善勝、安徳壽美子、八重樫眞澄、福盛田馨、佐藤重雄 

  ３班＝三宅靖、及川誠、阿部眞希男、鈴木健策、千葉一夫、 鈴木健二郎、星俊和、伊藤隆夫 

  ４班＝小原敏道、司東道雄、八重樫七郎、高橋光博、佐藤ケイ子、小原詔雄、藤原正 

夏油高原スキー場への補助金について 

「市民と議会をつなぐ会～議会報告と意見交換会～」開催のお知らせ 

 ９月議会での話題や、広聴広報特別委員会による意見交換会のお知らせです 
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冬の観光拠点である 

夏油高原スキー場 

日  時 １班 ２班 ３班 ４班 

１１月 ４日(木) 口内 更木 黒岩 － 

１１月 ５日(金) 和賀 二子 岩崎 立花 

１１月15日(月) 江釣子 相去 鬼柳 藤根 

１１月17日(水) 黒沢尻北 黒沢尻東 黒沢尻西 飯豊 

１１月18日(木) － － － 稲瀬 
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 7月 6日 相去自治協産業委員会  7月28日 議会基本条例特別委員会  9月 2日 9月定例議会(初日) 

     8日     南小教育振興会総会     30日 金ケ崎町議会交流会  〃    白山神社例大祭神事 

     9日     議会全員協議会     31日    シルバースポーツ大会     7日 9月定例議会(一般質問) 

14～16日     総務常任委員会視察  8月10日 広聴広報特別委員会      8日   9月定例議会(一般質問) 

  17日 大堤幼稚園落成式   15日 ﾕﾈｽｺ平和の鐘を鳴らそう    9日 9月定例議会(一般質問) 

  〃    児玉三千雄氏叙勲祝賀会    20日    議会全員協議会    〃    総務常任委員会 

   20日 議会運営委員会   〃       議会基本条例特別委員会     10日 決算分科会 

  〃    後援会事務局会議     21日 ユネスコ講演 13～14日     決算分科会 

   21日   相去区長会研修会     24日  相去交流ｾﾝﾀｰ建設委員会     17日     決算特別委員会 

    22日 広聴広報特別委員会    27日 広域行政組合臨時議会     24日       9月定例議会(最終日) 

    24日 第9回 市政報告会(土井)   30日 議会運営委員会     27日       広報編集委員会 

    26日 議会運営委員会   〃       広聴広報特別委員会 10月 4日        〃 

    28日    議会全員協議会     31日     決算概要説明会    6日 議会基本条例公開講座 

〒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 
ご住所 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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