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後援会の事務所開きで 

挨拶する三宅やすし 

佐藤 郁夫 

  

 異常気象の今年、３月下旬の選挙期間中の寒さ、冷たさは

尋常ではなく、遅い春を実感していました。 

 ３月２５日……待望の春が来ました。２,１０７票という

沢山の方々の支持を得て、三宅やすし君が北上市議会議員に

高位で当選しました。 

 私たち後援会のみならず、地区民の喜びは誠に大きいもの

があります。 

 選挙関係のスタッフの頑張りはもちろんですが、選挙事務

所近隣の方々の朝夕のお見送りやお出迎えには頭がさがりま

した。また、そのほか多数の方々の数々のご支援は、筆舌に

は尽くせません。 

 こうして頂いた多数の票を背に、２期目は押しも押されぬ

存在感を示してくれるものと期待しています。そして、三宅

やすし君は進化していくと思います。 

 議員個人として、後援会や地域への広報活動は、１期目と

同様に各地での市政報告会や、この後援会通信の発行が基本

となりますが、広聴活動にも力を入れたいと、本人も意欲を

持って色々と考えているようです。 

 それにしても、混迷する国政は、被災地である岩手県民に

とってもやるせなく、憤りを感じるものです。被災地の復興

なくして日本の再生はありえません。どうしても、市政は国

政や県政の影響を受けてしまいますが、自分達の北上市政が

しっかりしていれば、その影響も少なくて済むと思います。

その意味でも、北上市はどう進んでいけばよいのか、その市

内１６地区は、何が課題でどうあれば良いのか、私たちも常

に問題意識をもっていきたいものです。 

 幸い、高橋市長も２年目を迎え、意気込みも高いようです

し、市議会も改選により意識も高まっている事と思います。 

 こういう状況の中で、我らの三宅やすし議員は、モラルも

高く、新進の気質を持っています。更に、泥臭さと粘り強さ

を併せ持ち、市政の発展と改革にリーダーシップを発揮して

いくものと思います。 

 ２,１０７票の重みを感じさせるような、２期目の活動に

期待したいと思います。 

後援会長 

【三宅やすし ２期目の所属】 

◆会派：北新(ほくしん)ネット  ◆教育福祉常任委員会委員 ◆広聴広報特別委員会委員長 

◆北上地区広域行政組合(しみず斎園･汚水処理施設)議会議員 ◆スポーツ振興議員連盟幹事 
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 ３月１８日告示、２５日投票で、北上市議会議員選挙が行われ、２８名の立

候補者の中から２６名が当選し、三宅やすしも４位で当選しました。 
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開票結果 

街頭演説 

 得票数 候補者名 年齢 備考 

当 2,277 高橋 孝二 64 無元 

当 2,268 佐藤ケイ子 55 社現 

当 2,235 八重樫七郎 65 民現 

当 2,107 三宅  靖 52 無現 

当 1,839 小原 享子 55 公新 

当 1,788 高橋 穏至 50 無現 

当 1,754 八重樫善勝 61 社現 

当 1,714 小原 敏道 58 無現 

当 1,689 星  敦子 53 社現 

当 1,675 川邊 津好 63 無現 

当 1,674 藤原  正 63 公現 

当 1,660 及川  誠 64 無現 

当 1,614 佐藤 恵子 61 無新 

当 1,614 齊藤 律雄 65 無新 

当 1,612 鈴木健二郎 62 共現 

当 1,607 高橋 初男 65 無現 

当 1,557 阿部眞希男 63 無現 

当 1,539 星  俊和 65 無現 

当 1,481 梅木  忍 52 無現 

当 1,472 藤本 金樹 58 無現 

当 1,469 高橋 光博 59 無現 

当 1,465 千葉 一夫 64 無現 

当 1,461 武田  勝 64 無現 

当 1,425 安徳壽美子 59 共現 

当 1,409 佐藤 重雄 66 無現 

当 1,386 菅野 豊志 71 無現 

 656 高橋  豊 65 無現 

 301 昆野 雅紀 57 無現 

住所 

里分 

下江釣子 

立花 

相去町 

横川目 

岩崎新田 

鬼柳町 

横川目 

藤沢 

二子町 

黒岩 

滑田 

新穀町 

横川目 

上野町 

長沼 

花園町 

鬼柳町 

村崎野 

更木 

飯豊 

藤根 

煤孫 

黒沢尻 

鳩岡崎 

口内町 

飯豊 

口内町 

祝勝会にてウグイスさん達と 
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３月議会のトピックス 

 前号で、和賀有線テレビを解散し、設備類一式を北上市に無

償譲渡し、そのまま北上ケーブルテレビへ無償貸与するという

事をお伝えしました。３月議会では、この「財産の無償譲渡」

が議案として上程されましたが、これについての審議方法は、

少し異例の方法となりました。 

 通常は、一般議案として出された案件は議案提案日に、質

疑、討論、採決まで行うか、常任委員会に付託するという手法

がとられますが、今回は議案そのものよりも、ケーブルテレビ

２社の１本化の背景について、説明が必要との事で、議会開会

中に全員協議会を開催したり、各派代表者による参考人を呼ん

での説明会の開催など、議会ルールから少し外れた手法となっ

てしまいました。本来は、定例会開催前に、市政調査会や各会

派単位などでの勉強会を開催しておくべきでした。 

 北上市議会も議会改革を推進してきていますが、まだまだ、

議会運営の細かい手法などについて、議員全員が把握している

とは言えず、今後の課題です。 

ケーブルテレビ関連の財産無償譲渡について 

 ３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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消防団福祉共済制度への財政的支援を求める意見書 

 東日本大震災では、岩手・宮城・福島で死亡または行方不明

となった消防団員は、約２５０名います。このうち、公務中と

認定される方も２００名程の見込みだそうです。しかし、(財)

日本消防協会の運営する「消防団員福祉共済保険」からの弔慰

金が、2,700万円の４割程度の1,100万円しか支給されないよう

です。これは、共済の積立金が不足する為ですが、全国的に消

防団員の担い手不足が課題となっている中、憂慮すべき事態と

なっています。 

 そこで、北上市議会総務常任委員会では国に対し、当該法人

への財政支援を求める意見書を提出する動議を出し、可決され

ました。 

手厚い保障が望まれる消防団員 

１ｍ幅と狭い九年橋の歩道 

九年橋歩道橋整備について 

 和賀川で最も北上川に近い「九年橋」が、老朽化や震災の影

響などもあり、大型車が通行止めになっています。また、橋の

歩道も１ｍ幅の片側しかなく、危険な状態のままでした。平成

24年度は、この歩道を撤去し、新たに３ｍ幅の歩道橋を設置す

る為の実施設計を行います。合わせて、車道である九年橋本体

も、補強工事を行って行くようです。歩道も車道も、実際の工

事は平成25年度から26年度にかけて施工される見通しです

が、工事中は通行止めとなる期間もあり、少し不便になるかも

しれません。 

１本化され重要な役割を 

担う北上ケーブルテレビ 
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1月13日 議会新年会 2月  7日 後援会事務局会議  2月24日 予算第1分科会 

  18日  新清会会議     10日    乗合タクシー現状分析会     25日     予算第1分科会 

20～23日         沖縄かけはし交流[石垣]     13日  議会運営委員会  3月 1日     黒北高卒業式 

    20日 川岸商店会研修会     〃         広聴広報特別委員会      2日     予算特別委員会 

    27日      相去鬼柳青少年健全育成会     14日    予算概要説明会     〃         議会離散会 

    29日 後援会事務局会議     〃         北上地区広域行政組合議会      6日 議会運営委員会 

 2月 2日 議会全員協議会     16日 3月定例議会[初日]      8日 3月定例議会[最終日] 

   〃         市政調査会総会     17日 県高P連理事会[盛岡]      9日          立候補書類事前審査 

   〃         スポーツ議連総会   〃      警察官友の会新年会     10日             後援会事務所開き 

    3日    立候補者説明会     19日 後援会役員会     18日   市議会議員選挙告示 

   〃         後援会事務局会議     21日  12月定例議会[代表質問]     25日 投票日 

     5日 後援会総会・決起大会     22日 12月定例議会[一般質問]  4月 2日 新議員初登庁 

   6日～ 後援会仮事務所開設     23日 総務常任委員会    11日 臨時議会 

〒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/ 
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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］ 


