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◆今こそ政治の力を 
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佐藤 郁夫 

 ３月１１日の大地震は、これまでに経験したこともないほ

ど、大きく長い大地の揺れでした。それに伴う未曾有の大津

波。被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。 

 大きな被害があった沿岸部だけが、この復興を背負うので

はなく、全国民、そして私たち北上市民も共助の気持ちで、

立ち向かわなければなりません。 

 このような困難な時ほど、明確な指針を示す政治の力、そ

して政治家の決断力、指導力そして見識が試されます。 

 さて、三宅やすし議員は任期４年目に入り、政治家として

の資質に磨きがかかっています。これも皆様のご支持、ご後

援によるものと存じます。今後、北上市も様々な面で試練の

時期を迎えるものと思います。こうした時にこそ、三宅やす

し議員の力が発揮されるものと期待しています。 

 最後になりましたが、１月３０日の後援会総会における役

員改選において、再度、会長の任を仰せつかりました。三宅

やすし議員の２期目の高位当選に向けて、先頭に立って行動

することをお誓いすると共に、皆様の更なるご協力をお願い

しまして挨拶とさせて頂きます。 

  去る１月３０に、相去地区交流センターに於いて、三宅やすし後援会の総会を開催し、 

次の方々が新役員に選任されました。 

■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)、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)、高橋秋雄(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)、 

  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［千枝忍(２区)、    

  星好(２区)、小山一男(２区)、菊池勝芳(２区)、金田豊次(２区)、菊地建(２区)、三浦武美(２区)、 

  佐藤秋夫(２区)］■青婦部長［高橋崇(２区)］、■青婦部副部長［菊地法吉(２区)、三宅京子(２区)、 

  高橋ゆかり(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)］、 

■青婦部班長［及川佳祐(兼)(１区)、菊地法吉(兼)(２区)、高橋勝利(兼)(５区)、老林秀幸（５区）、松田高(５区)、  

  本宮健一（７区）、星絹子(兼)(８区)、桑島圭代(兼)(11区)、及川均(兼)(11区)、遠藤弘幸(11区)］ 
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後援会新役員 

三宅やすし後援会長 大震災により被害を受け

た全ての皆様にお見舞い

申し上げますとともに、

亡くなられた方々に心か

ら哀悼の意を表します。 
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①業務全体を見直し削減したが、義務的経費の増加、ワクチ 

 ン接種緊急促進事業やインターハイ関連負担金などで、既 

 に昨年の予算を超えており厳しい状況である。今後更に業 

 務経費の見直しをしながら６月補正で対応していく。 

②平成２２年度までの５年間に、３１の具体的な改革項目を 

 設定して取り組んだが、「図書館のあり方の検討」と、「業 

 務のアウトソーシング(外部委託)」の推進の２項目のみ未 

 着手となった。 

質 

問 

答
弁 

新規政策枠は 

第１６８回北上市議会定例議会一般質問 
３月定例議会は、新清会での代表質問があり、三宅やすしの一般質問は 

行われませんでしたが、質問内容にいくつか意見が取り入れられています。 
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産業の振興策は 

①耕作放棄地調査結果への対応は。 

②観光振興基本計画を策定するべきではないか。 
質
問 

答 

弁 

①骨格予算となっているが、６月補正において、新規政策の  

 枠は確保しているのか。 

②行財政構造改革において残された課題は何か。 

①耕作放棄地解消に向けた聞き取り調査を行っている。関係 

 団体と協議しながら解決策に取り組む。 

②新しい総合計画の中で、観光に対して基本的考え方を示し 

 ているが、社会や経済状況が変化してきており、より効果 

 的な観光施策の展開のためにも基本計画は必要と考える。 

小学校外国語活動副教材例 

種類が増えるワクチン接種 

学校適正化配置の進め方は 

学校適正化の取組みのスケジュールについて、耐震性に問題

がある学校を優先にすべきではないか。 
質
問 

答 

弁 

対象となる地区で地域協議会を設置し、地域との合意形成を

図ったうえで進めていく。 

来年度からの小学校新学習指導要領への対応は 

平成23年度から小学校に全面適用される、新学習指導要領の

中で、特に英語教育への対応は万全か。 
質
問 

答 

弁 

 教員へ教育課程説明会を２回実施し、改訂内容を周知徹底

した。小学校５、６年生で実施される「外国語活動」の目標

は「基本的な表現に慣れ親しませる」とされており、中学校

と異なる点は「書く」活動が無い事である。市では２０年以

上前からＡＬＴを導入しており、文部科学省の指定を受けた

実践活動も３ケ年実施したので、その事例を各校へ展開す

る。また、英語ボランティアの協力も検討している。 

ALT（Assistant Language Teacher） 

= 日本の学校における外国語授業

の補助を行う助手。 

外国語指導助手。 
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３月議会のトピックス 

 ３月議会では、市の一般職、特別職（市長、副市長、教育委

員、農業委員、選挙管理委員、監査委員）、教育長について、岩

手県人事院勧告に準拠して減額する条例改正案が可決されまし

た。これに合わせて、議員発議により、議員報酬の削減案も可

決されました。 

 市では、昨年度から独自カットを実施しておりましたが、人

事院勧告が出たことから、減額を継続するものです。これによ

る削減の概算額は次の通りです。 
  

  

  

  

  

 北上市内の被害も多々ありますが、沿岸部の大きな被害に対

して、次のような支援を行っています。（３月２４日時点） 

 また、市議会では議員から義援金を募り、釜石市と大船渡市

に対してそれぞれ１５万円を送金しました。 

◆住宅関係：ふるさと体験館６０人、雇用促進住宅７５戸、北 

 星荘５人、飯豊と黒沢尻西交流センターで通院者受け入れ。 

◆消防署員：釜石へ救急車と１隊３名派遣。中部病院ヘリポー 

 トで１隊３名待機。（直後は釜石、花巻空港などへも派遣） 

◆火  葬：３月２０日から１日６遺体受け入れ。 

◆救援物資：３月１８日に第一便を発送。 

市職員、特別職などの給与、報酬の改正について 

北上市から沿岸部への支援状況 

 ３月議会での話題や、議論となった議案等の解説です。 
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存続が望まれる 

駅前立体駐車場 

職 種 H23年度削減額(千円) 

特別職等 ５,０２１ 

一般職 １４２,０００ 

議 員 ５,６２５ 

合 計 約１５２,６４６ 

駅前駐車場の廃止について 

 ＪＲ北上駅前の立体駐車場(元 ホテルニューヴェール横)は、

敷地が借地であり、老朽化と収支の悪化により「廃止」となる

ことが可決されました。しかし、駅前振興の意味でも重要な施

設であり、市営駐車場としては廃止するものの、民営化など存

続できないかを検討していくよう、意見を附しています。解体

にも１億円かかる見込みであり、廃止は平成２３年１０月１日

なので、それまでに解決策を模索しなければなりません。 

沿岸部への支援物資 
[写真提供：北上市ホームページ] 

 北上市議会では、議員の緊急時対応マニュアルは確立されておらず、今後検討を重ねていく事になりました。 

また、相去地区交流センターでは、避難民へ地域の方々の食材提供や炊き出し等の支援活動が行われました。 
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 1月13日 議会運営委員会  2月2～3日 議会基本条例視察[福島]  2月27日 大堤サッカー20周年 

    17日     議会全員協議会     4日   広聴広報特別委員会    28日 議会運営委員会 

  〃    常任委員会協議会    7～8日    新清会研修[東京]     〃   広聴広報特別委員会 

18～20日     新清会研修視察     10日 議会運営委員会  3月 3日 3月定例議会(初日) 

    21日 農業団体交流研修会    〃       議会全員協議会  9～10日 3月定例議会(一般質問) 

    24日 議会運営委員会    〃       市政調査会研修会 11～15日 総務委員会/予算分科会 

   25日 新清会研修    〃       黒北高PTA役員会    22日     予算特別委員会 

    26日 後援会事務局会議     14日  広域行政組合議会     24日     3月定例議会(会期延長) 

   27日   第167回臨時議会    15日 議会基本条例特別委員会     25日       3月定例議会(最終日) 

   〃    議会全員協議会   17日 議会全員協議会     29日             広聴広報特別委員会 

   〃    議会基本条例特別委員会   18日 県高P連理事会[盛岡]    30日     議会基本条例特別委員会 

    28日 花巻市議会交流会[花巻]    〃       相去青少年健全育成会  4月 4日 広聴広報特別委員会 

    30日 後援会総会[相去交流ｾﾝﾀｰ]     21日     北上市体育協会交流会      8日 新清会総会 

〒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 

☆☆☆三宅やすし市政報告・出前講座のお知らせ☆☆☆ 
 

 三宅やすしは、年４回の市議会定例会の後、相去地区の自治公民館などで、市政報告を行って

います。スライドによる説明は、大変解りやすいと好評を得ております。 

 ご希望がごさいましたら、相去以外の地区でも、出前講座として伺いますので、下記までお気

軽にお問合せください。［時間(10～50分位)やテーマはご相談に応じます］ 

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、メール等でお寄せください。 

                 また、三宅やすしが制作、運営している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 性別 生年月日 

 〒  男・女  

 〒  男・女  

三宅やすし後援会入会申込書 

ｷﾘﾄﾘ 
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バックナンバーの在庫については後援会へ 

０ １ ２ ０ - ０ ０ - ３ ２ ６ ８ 

０ １ ９ ７ - ６ ３ - ２ ２ ０ ０ 

ジャンボタクシー・運転代行も 

三宅やすし後援会では会員を募集しております。 

お知り合いの方などご紹介ください。会費は無料です。 


