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三宅やすし 

 北上市内のバス路線のうち、７路線が今年度中に廃止され

る予定です。背景には、平成１４年２月に「道路運送法」が

改正され、バス路線の撤退が許可制から届け出制に変わり、

バス事業者は地元自治体の同意なしに撤退が可能となった事

と平成１８年１０月の改正で、過疎地有償運送が認められる

ようになった事があります。更には、北上市内でバス路線を

運行している岩手県交通(株)の親会社である国際興業(株)の

主たる株主の外資系投資会社の要請によるもので、赤字路線

の見直しを早急に実施することになったそうです。 

 市内の廃止路線の中に、相去地区の日香下線も入っていた

為、相去地区自治協議会では、該当地区の５区長、６区長を

正副委員長とした「日香下バス代替交通検討委員会」を設置

し、様々な検討を重ねてきました。結論として、平成２３年

６月時点で、当初の廃止時期である９月末に間に合う手段と

しては「乗合タクシー」しかないという事になりました。ま

た、正式運行の申請では時間がかかる為、“試験運行”とい

う形でのスタートとなりました。２つの路線をタクシー会社

２社で、平日のみ１日２往復（予約があった便のみ）の運行

を開始しています。 

 国土交通省が許可する「乗合タクシー」の運行形態は「路

線定期運行」、「路線不定期運行」、「区域運行」の３種類あり

ます。「相去地区乗合タクシー」は「区域運行」で、最寄の

バス停（今回の場合、湘南高校）までしか、通常は運行許可

がおりません。しかし、住民の意向と委員会の努力により、

市街地まで乗車できる事になったのが特徴で、“市役所”“さ

くら野百貨店”“ささもり耳鼻科”“済生会病院”“北上駅西

口”の５ケ所で乗降りできます。ただし、利用には予約が必

要であり、路線バスより料金が少し高くなります。しかし、

対象区域内では、自宅前まで送り迎えしてくれますので、特

に高齢者の方々にとっては、バスよりも利便性が高いのでは

ないかと思われます。 

 私も、この検討委員会のメンバーとなり、また、タクシー

会社の立場としても参画して進めてきました。今後は、１年

間の試験運行の成果分析と、他の交通手段の検討なども行

い、地域交通をより良いものにしていきたいと思います。 

 なお、関連した内容を９月議会の一般質問でとりあげてい

ます。（２頁参照） 
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①地域の生活交通確保の為に、乗合タクシーや過  

 疎地有償運送などの調査研究をし、地域に対し 

 情報提供や助言など支援してきた。代替交通と 

 して、乗合タクシー試験運行を実施した相去地 

 区の取組事例なども、他地域に対して情報提供 

 していくなど、今後も代替交通手段確保に向け 

 た地域の取り組みを支援していく。 

②公共交通は、需要の大小や運行形態により利便性は異なる 

 ものである。今後も地域のニーズ、特色に合わせた支線交 

 通運行を行っていきたい。 

③小学校では４ｋｍ以上、中学校では６ｋｍ以上の遠距離通 

 学者に対しては、バス定期券の支給やスクールバスなどの 

 運行を行っている。バス路線が廃止される地区では、南小 

 の一部の児童についてはスクールバスを存続し、そのほか 

 の地域については当面、スクールタクシーにより対応して 

 いく。今後は、様々な交通手段の経費比較などを行い、生 

 活交通も含めて、スクールバス運行も視野に入れ検討して 

 いく。 

質 

問 

答
弁 

第１７１回北上市議会定例議会一般質問 
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 ９月定例議会で、三宅やすしは１０回目となる、次のような一般質問を

行いました。 
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廃止となる路線バス「日香下線」 

（１便のみスクール用として存続） 

部署間連携の推進は 

①部署間連携の仕組み作りは。 

②業務改善運動と職員提案制度の違いは。 

③庁内ＬＡＮを活用した連携は。 

質
問 

答 

弁 

①毎週の部長会議などで部署間の情報共有を図り、連絡調整 

 している。今後も、事務効率や有効性を高める為に、組織 

 横断的な取り組みを進めていく。 

②職員提案制度は、経営改革として昨年度から実施している 

 が、所属部署以外も含めた業務の見直しであり、各課にお 

 ける業務改善はその一形態である。これらは、部署間連携  

 の推進にも有効であり、活用できる制度としていきたい。

③庁内ＬＡＮで使用しているグループウェアには、メール、 

 掲示板、共有フォルダなどの機能をがあり、各課の制度や 

 法改正などの情報共有に利用している。今後も、機能強化 

 で部署間連携が推進できないか検討していきたい。 

支線交通と遠距離通学支援は 

①バス路線廃止区域への支援は。 

②支線交通手段の地域格差解消は。 

③バス路線廃止に伴う、遠距離通学者対策は。 
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９月議会のトピックス 

 議会の審議の場としては、議場で行う「本会議」と、委員会

室で行う「常任委員会」があります。常任委員会は、本会議に

おいて、付託された案件について審議します。北上市の場合、

「総務」「教育福祉」「経済環境」「建設」の４つの常任委員会が

あります。（ただし、平成２４年３月の市議会議員選挙後から

は、議員定数の削減により、常任委員会も３つに集約されま

す）この複数の常任委員会に係る案件があった場合には、以前

までは、“分割付託”と言って、内容を分けて付託し、それぞれ

の委員会で審議していました。しかし、１本である案件を分け

て審議する事自体が不自然であることや、説明側も２回行うな

どの手間も掛かっていました。そこで、今回「灯油高騰への特

別対応と福祉灯油を求める請願」について、教育福祉常任委員

会を主として、経済環境常任委員会と合同で『連合審査会』を

初めて実施しました。各委員からは、色々と議論が出来て良

かったと、好評でしたし、十分な審議が出来たようです。 

 また、やはり請願について、以前は紹介議員や関連する当局

からの説明を基に審議していましたが、今回は、請願者を『参

考人』として来て頂き、その趣旨を説明して頂きました。これ

も、本人からの直接説明なので内容も十分分かり、深い審議に

繋がったようです。 

連合審査と参考人制度について 

 ９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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駅前駐車場の存続について 

 元のニューヴェールに隣接している、市営立体駅前駐車場に

ついては、平成２３年３月議会の条例改正により、廃止と解体

が確定していました。今年度の当初予算でも、解体費として約

１億円を計上しており、更地にして地権者へ返還する予定でし

た。議会側からは、条例を改正して廃止はするものの、地権者

と協議を進めて、存続の可能性を探るように求めていました。 

しかし、地権者が複数人おり、折り合いがつかないという答弁

でした。ところが、８月中旬に、地権者の中で、互いに親族で

ある３名の方より、もう一人の地権者の権利も買い取り、駐車

場として存続させたい、ついては、駐車場建物を無償で譲与し

てくれないかという要請があったそうです。そこで、この９月

議会では、市の財産となっている駅前駐車場を地権者へ無償譲

渡するという議案が出され、全会一致で可決されました。尚、

敷地を返還する事により、約３千万円の敷金が戻ってくる事か

ら、その金額内で改修工事を行った上で、地権者へ建物を無償

譲渡する事にしました。これにより、より長く使用可能となる

と思われますし、地権者は、駅前ビル管理会社へ管理委託し、

今まで通り駐車場として存続していくとのことです。 
存続が決まった駅前駐車場 
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 7月11日 新清会研修[東京]  8月15日 ﾕﾈｽｺ平和の鐘を鳴らそう   6～7日 9月定例議会(一般質問) 

  13日  議会基本条例特別委員会     18日    議会全員協議会      8日 総務常任委員会 

  15日         西和賀町議会交流会    〃      総務常任委員会協議会     〃       決算第１分科会 

    17日    あいさり産直市     21日    あいさり産直市      9日     決算第１分科会 

    21日      自治協バス代替検討委員会     22日    自治協バス代替検討委員会     12日     決算第１分科会 

25～26日 新清会研修[名古屋・埼玉] 24～26日    高P連全国大会[札幌]     15日    決算特別委員会 

   29日 金ヶ崎町議会交流会     27日 黒陵際PTA出店     18日 あいさり産直市 

    31日 自治協バス廃止地域説明会     29日 議会運営委員会     20日 議会運営委員会 

 8月 1日 議会基本条例特別委員会    〃      広聴広報特別委員会     〃       県高P連理事会[盛岡] 

     2日    広聴広報特別委員会     30日  決算概要説明会     22日             9月定例議会(最終日) 

     4日   広聴広報正副委員長    〃      北上市公共交通会議     28日   広聴広報特別委員会 

     5日 自治協バス代替検討委員会  9月 1日  9月定例議会(初日) 10月 5日 広聴広報特別委員会 

    12日 あいさり産直市      2日 白山神社例大祭神事      6日 市政懇談会(相去) 

〒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 
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＊ 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は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。 


