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平成23年10月の北上マラソンで 

力走する三宅やすし(10kmの部) 

佐藤 郁夫 

  謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。今年が良い年であ

りますよう、心からお祈りしております。 

 「３月１１日」日本人として忘れられない日であります。

未曾有の大震災、生活や考え方を一変させる出来事に遭遇し

ました。まもなく、その日を迎えます。 

 日が経つにつれ、徐々に関心が薄れてきている事は否めま

せん。こうした時、昨年１２月半ばに、被災地である釜石の

教え子３人と会い、話を聞く機会がありました。被災当時の

ことや、その後の様子などを聞くにつれて、改めて襟を正す

気持ちになりました。 

 さて、今年は三宅やすし議員が４年の任期を終え、再選を

目指す節目であり、緊張の念で新年を迎えました。 

 「人の価値は努力の量によって決まる」と申しますが、三

宅議員の議会での質問、委員会活動などにおける活躍、市政

報告会の実施、会報の発行などは、質・量ともに、トップク

ラスであり、衆目の認めるところだと思います。また、ゴミ

減量市民会議メンバー、あいさり産直市実行委員、日香下バ

ス廃止の課題解決、花巻清風支援学校への通学支援など、議

員としての立場を超えて活躍しております。更に、黒沢尻北

高等学校ＰＴＡ会長として、３年目となる昨年には、全国高

Ｐ連団体表彰も受けたようです。これらの活躍は、本人の努

力もさることながら、後援会の皆様の絶大な支援があってこ

そだと思います。市政報告会へのご参加や、様々な機会にお

いて激励や貴重なご意見を賜り、皆様に支えられて４年間走

り続け、おかげ様で市議会はもとより北上市にとっても無く

てはならない人材に成長いたしました。 

 そして、後援会の会員登録も多く、相去地区以外も多数い

らっしゃいます。普段から応援されている方でも会員登録さ

れておられない方もおられ、実際にはもっと沢山の方々に支

援して頂いているかと思います。会員数は、支援の目安にも

なりますので、是非、会員登録をして頂き、更にその支援の

輪を広げて頂ければ幸いです。 

 来る北上市議会議員選挙は、３月１８日（日）告示、３月

２５日（日）投票、と決定しております。議員定数も、現在

の３０名から、４名減の２６名となります。この日に向け

て、一丸となり上位当選を勝ち取っていかなければなりませ

ん。皆様の絶大なるご支援をよろしくお願いいたします。 

後援会長 
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議会基本条例の制定 
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 １２月定例議会で、北上市議会基本条例が制定されました。三宅やすしも 

議会基本条例検討特別委員として１年半にわたり、策定に関わってきました。 
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北上市議会基本条例の特徴 

①議員間討議が盛り込まれました。 

  現在、会派内や常任委員会などで、議員間で議論をする事は 

 ありましたが、会派を超えて議論する機会がありませんでし  

 た。地方自治法でも、議員間討議は想定されておらず、今回の 

 条例制定により、より審議が深まる事と思います。 

②市長等への反問権の付与 

  一般質問などでは、議員が市長等へ質問する一方でしたが、 

 市長側からも論点などを明確にする意味で、反問する権利を認 

 めました。これにより、質問する議員はしっかりと論理立て  

 た質問を行わなければならず、質の高い議論が期待されます。 

③議会報告会の義務化 

  「市民と議会をつなぐ会」として試験的に実施していた議会  

 報告と意見交換会が義務化され、市民から直接意見を聴く機会 

 が設けられます。これにより、より市民の声が反映されやすく 

 なると共に、地域課題も議員間で共有できるようになります。 

北上市議会基本条例［８章１９条］概要 

三宅やすしの一般質問の様子 

・条例化した背景や意図が述べら

れています 

・目的とこの条例が議会の全ての

条例・規則等の最高位にある事が

述べられています。 

・議会と議員とに分けて、その役

割とどんな活動をするのか、そし

て会派について述べられています 

・市民に対する情報公開や市民参

加、議会報告会などについて述べ

られています。 

・議会と当局との関係です。反問

権の付与もこの章です。 

・議員間討議と政策討議を盛り込

んでいます。 

・地方自治法で定められた委員会

以外も規定しています。 

・議員定数と報酬は市民の意見を

参考に定めるとしています。 

・議会活動の体制を整備、充実し

ていこうとするものです。 
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１２月議会のトピックス 

 以前から、北上ケーブルテレビと和賀有線テレビは合併する

という方向で進んでおりましたが、平成２４年４月には、よう

やく１本化する方向となりました。和賀有線テレビの株主でも

あり、債権者でもある、ＪＡ花巻が、約２億円の債権を放棄す

ることで、和賀有線テレビを解散することになりました。会社

を解散した後は、設備類一式を北上市に無償譲渡することにな

ります。市では、そのまま北上ケーブルテレビへ無償貸与する

という事で、一本化をはかろうとするものです。和賀有線テレ

ビから北上ケーブルテレビへ直接、無償譲渡すると贈与税など

の問題が発生する為、中間に北上市が入る事になったようで

す。しかしながら、市に負担はなく、加入者にも新たな負担は

発生しないということなので、結果としては、なんとか良い方

向にまとまったものと思います。 

 ただ、一本化された後の北上ケーブルテレビは、伝送路の張

り替えや、加入者の減少など課題も多く、今後も注視していく

必要があります。 

北上ケーブルテレビと和賀有線テレビ 

 １２月議会での話題や、議会全員協議会で議論となった案件の解説です。 
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黒沢尻西部開発公社の解散について 

 さくら通り周辺の区画整理を行った、「黒沢尻西部地区土地区

画整理事業 」は、 平成２年から、約２００億円をかけて実施

してきた事業です。この事業は、平成２３年３月までが期限で

したが、まだ１９区画の未処分地があり、負債も残っている事

から、事業主体の「黒沢尻西部土地区画整理組合」が解散でき

ずにいました。そこで、１２月補正予算で、約１億円の補助金

を出して、組合を解散させる事になりました。１２月議会の審

議でも、区画整理後の土地処分に努力が足りなかったのでは、

とか、責任の所在は、などの質疑もありましたが、リーマン

ショックなどによる景気低迷などもあり、議会としては、止む

負えない処理だろうという判断から、可決されました。 

 また、未処分区画は、市の一般財産として買い取る事になる 

為、１２月定例会後に臨時議会を開催して、土地所得の議案

と、買取価格約２億円を含む補正予算を審議する予定でした。

しかし、１２月７日付で、１区画の売買が成立した事で、土地

取得の議決要件(*)である５,０００㎡を下回った為、土地取得

案件は議会に諮られませんでした。 

一定の役割を終え解散となる 

黒沢尻西部土地区画整理組合 

北上ケーブルテレビの 

デジタルヘッドエンド 

＊地方自治法第96条では、次の１５項目について議会の議決が必要となっています。 

 ①条例を設け改廃すること。②予算を定める。③決算を認定。④地方税の賦課収入。⑤契約の締結。⑥財産を交換して出

資の目的にしたり、支払手段にしたりする。⑦不動産を信託。⑧財産の取得、処分。⑨負担付寄付、贈与。⑩権利の放棄。

⑪公の施設につき、長期的独占的な利用をさせる。⑫訴訟に関わること。⑬損害賠償の額について。⑭総合調整に関するこ

と。⑮その他、議会の権限に属する事項。 

 今回は⑧の財産の取得となりますが、土地の場合は5,000㎡以上について議決が必要であり、未満の場合は議会に諮る必

要がないものです。 
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10月 7日 議会運営委員会     31日 黒北高PTA役員会     22日 市体育協会研修会 

  11日  日香下バス代替検討委員会 11月 4日    農業団体交流会     25日     総務常任委員会協議会 

  12日         議会全員協議会  7～10日  市民と議会をつなぐ会     26日     南中50周年記念行事 

   〃         第172回臨時市議会     11日    議会基本条例検討委員会     28日     議会運営委員会 

    16日      仲町振興会総会     13日    北上三曲演奏会     〃         広聴広報特別委員会 

    17日 花巻市議会交流会     16日 広聴広報特別委員会 12月 1日 12月定例議会[初日] 

   20日 高P連東北大会[仙台]     17日 議会基本条例検討委員会   5～9日 12月定例議会[一般質問] 

   〃         後援会事務局会議    〃      県市議会議員研修会     13日 後援会事務局会議 

    21日 市政報告会[8区]   18日 議会全員協議会     15日          12月定例議会(最終日) 

24～25日    新清会研修[京都]    〃      市社会福祉協議会20周年     17日             後援会役員会 

    26日   日本自治創造学会[仙台]     19日  新清会視察[宇都宮]     26日   第174回臨時議会 

27～28日 広域行政組合視察[函館]     21日 広報視察対応[花巻市議会]  1月 6日 広聴広報特別委員会 

    30日 相去ふるさとまつり     22日 議会全員協議会      8日 成人式 

〒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。 

☆☆☆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］ 


