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 今回の定例会では、いじめに関する一般質問が３人、農業

に関する一般質問が３人と、それぞれの問題に対する関心の

高さが表れていました。 

 いじめに関しては、私も取り上げました。北上市では平成

１８年に文部科学省がいじめの定義を見直した際に、対象件

数が激増しました。これはカウントの方法が変わった為です

が、市の教育委員会では、いじめ対策に早くから取り組んで

おり、日ごろから児童生徒が教師に対して何でも話せるよう

な雰囲気をつくっておくことが重要であるととらえ、定期的

にアンケート調査等を実施し、児童生徒の悩みを聞いたり、

直接いじめられていないか、いじめていないかなどの調査を

実施しているとの事でした。その結果、下記の表の通り、市

内でのいじめ認知件数は減少しているようです。 

 さて、労働災害の防止策として、ヒヤリハットの撲滅があ

りますが、１件の重大事故の影には２９件の中程度の事故、

更に３００件のヒヤリとしたり、ハットしたりする事がある

ということで、今回、私がとりあげた質問は、いじめについ

ても、この３００件に相当する部分を無くしていかないと、

重大ないじめは無くならないという趣旨の質問をしました

が、当局にあまり上手く伝わらなかったようです。 

 また、農業問題では、今年度から農林水産省の施策として

｢人・農地プラン｣を作成し、地域の農地を集約しようという

事業が始まりました。これを受けて、北上市も農業マスター

プランを作成しようとしており、それらに関する質問が２件

ありました。｢人・農地プラン｣は、地域における話し合いが

必要であり、農地の出し手と受け手の調整が不可欠です。 

今までと異なるのは、農地の出し手にも補助金がいただける

というメリットを付けて、農地集約化を促進するものです。    

 しかしながら、受け手が居ない地域もあり、その育成など

が課題となっています。農業問題は、地方自治体だけでは解

決できる訳もなく、何かできる事を慮って、農業課題にも取

り組んでいきたいと思います。 

いじめ認知数 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

小学校 0 49 8 2 0 0 

中学校 1 61 7 2 1 0 

◇北上市のいじめ認知件数推移 
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 三宅やすしは、９月定例会にて下記のような一般質問を行いました。今回

は、教育関連の内容で２項目の質問でした。 
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学校の地域連携といじめ対策について 

国体前には大規模改修が 

必要な南小 

学校地域応援団イメージ図 

①地域の教育力向上と学校支援の意味から、地域側の窓口を  

 一本化しては。 

②地域の方々の支援には良い事例が沢山あるがその拡充は。 

③平成18年度で終了した「北上っ子健全育成事業」の組織や 

 実践事例をどのように活用していくのか。 

④いじめ対策に地域の方々の協力を得てはどうか。 

⑤重大ないじめに発展する前の、ヒヤリハット撲滅策は。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①例えば交流センター職員の配置や、地域コーディネータな 

 どの育成など、地域側の体制を整えないと難しい。 

②退職教員による学習支援や、郷土芸能指導など、成果が高 

 い事例もあり、広報誌やホームページで紹介するとともに 

 フォーラム等を開催し広めていきたい。 

③地域の教育力向上検討会の中で、この事業による教育実践 

 協議会や、その取り組みを活かしていきたい。 

④ご提案の広島市が実施しているメンター制度のような施策 

 は、当市での実施は難しいが、興味深いので研究したい。 

⑤教師になんでも話せる雰囲気づくりなど、いじめ対策に取 

 り組んでおり、平成18年以降、いじめ出現数は減少し、こ  

 こ２年間は重大な案件は発生していない。いじめにはいた 

 らないがその兆候などは、毎月の生徒指導状況報告書など 

 で把握に努めている。 

学校施設の計画的改修を 

質 

問 

答 
 

 

弁 

①インフラ資産マネジメントの方向性は。 

②大規模改修など複数年度に渡る事業の計画性は。 

③軽微な補修に地域の協力を得る施策の検討は。 

①市の資産のうち、教育関連が約45%あり、それらも含めて 

 有効活用、予防型維持補修、保有量の最適化などを中心と 

 して、調査分析し、資産マネジメントを進めて行く。 

②国の補助額は１校に単年度２億円の上限があり、工事中の  

 学習への影響軽減などから２～３年に渡って大規模改修す 

 る場合が多いが、実施計画にはこの工期を織り込んで進め 

 ているので、複数年度に渡る事による、後続の計画が遅れ 

 る事はない。 

③学校設置者の立場として、地域の負担を前提とした施策は 

 進めにくいが、地域の協力は大変ありがたい。 

＊広島市のメンター制度： 

 人生経験豊かな地域の大人が

希望する小中学生と１対１で交

流し、心のケアや成長を支援し

ていく日本で初めての制度。 
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９月議会のトピックス 
 ９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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平成２３年度決算の黒字要因について 

 平成23年度の北上市一般会計は、歳入352億3千万円余、歳出 

336億6千万円余で､15億7千万円程の黒字となりました。これは

主として国からの震災復興特別交付税6億円余と特別交付税2億

8千万円余が増えた事、また、県からの支出金も5億1千万円余

増額となった為です。しかし、当市の一般市税自体は、昨年度

より2千万円余減っており、全体数字は黒字とは言え楽観できる

税制状況ではありません。市税の中で増えているのは前年比で

たばこ税1億3千万弱と個人市民税3千万余です。特に たばこ税

は、ここ10年間で最高の7億7千万円にもなっているものの、国

民健康保険などの給付金も増えている事を考えると、健康への

影響が懸念されます。また、前年比で法人市民税は7千万円弱と

固定資産税が1億2千万円余減っています。 

 市税の滞納については、「岩手県地方税特別滞納整理機構」へ

の移管や、滞納者への強化により、前年より改善されているも

のの、平成23年度末の高額滞納者は法人8社、個人8名の5億7千

万円弱もあります。更に、市営住宅の使用料未納も3,200万円に

もなっており、この滞納者が死亡、行方不明などにより 回収不

能となっているものも多いとの事です。 

 いずれにせよ、正直に納税している大多数の方々が、不公平

にならないように、税の徴収などを更に強化しなければならな

いと思います。 

屋外でも受動喫煙に注意 

お願いカードは 市役所・薬局な

どに 置いています 

国保とジェネリック医薬品について 

 国民健康保険特別会計の平成23年度決算における実質収支額

は、繰越金があった為、3千万円弱の黒字決算となりましたが、

これを除いた単年度収支は、１億６千万円弱の赤字でした。 

これは、震災や経済不況による収入の落ち込みがあった事と、

歳出の内 保険給付費が、51億1千万余と歳出の約７割を占め、

前年度に比較し、２億余も増加している事が大きな要因です。

この給付費が増えた理由は、退職被保険者が大幅に増えた為で

すが、給付費の削減策の一つとして、ジェネリック医薬品への

切替奨励策を実施しました。これは、ジェネリック医薬品へ切

り替えた場合に、医療費が月額300円以上安くなる方へ、通知

を出したもので、2,400人に発送したそうです。ジェネリック

医薬品は、特許か切れて安く買える医薬品の事で、必ずしも全

く同じ効果が得られるとは限らないなどの問題点もあります

が、医師などからきちんと説明を受けて使用すれば、自分自身

の医療費負担額も減らせますし、健康保険の給付額の抑制にも

つながります。 

＊岩手県地方税特別滞納整理機構： 

 県と県内市町村が共同で設置し、

悪質な滞納者に対する滞納整理を行

う。財産があるにもかかわらず納税

に応じなかったり、再三の納税相談

の呼びかけや催告に応じなかったり

した場合は、差し押さえを前提にし

た厳しい処分を実施。 

表 

裏 
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 7月 6日 広聴広報特別委員会  8月 1日 視察対応[周南市]  8月28日 ｽﾎﾟｰﾂ議員連盟研修会 

   9日  広聴広報正副委員長校正  2～3日 北新ネット視察     〃         医師会交流野球 

    13日         北上ﾕﾈｽｺ協会後援会部会     6日    議会改革推進会議  9月 3日     議運/広聴広報委員会 

12～13日         高P連東北大会[福島]      7日    ｽﾎﾟｰﾂ議員連盟幹事会      4日    決算概要説明会 

    14日      あいさり産直市     〃         西和賀町議会交流会      6日         9月定例議会[初日] 

    18日 乗合タクシー事前協議       9日    あいさり産直市広報班      7日     敬愛園落成式 

    20日 後援会事務局会議    10日    北新ネット例会 11～13日 9月定例議会[一般質問] 

    21日 北上ユネスコ協会講演会      12日         あいさり産直市     13日          教育福祉常任委員会 

    26日        北上市公共交通会議      15日     ﾕﾈｽｺ平和の鐘を鳴らそう 14～19日             決算特別委員会分科会 

    27日 乗合タクシー本申請     22日         議会運営委員会     15日   相去敬老会 

    〃          金ヶ崎町議会交流会      23日  第178回臨時議会     24日 決算特別委員会 

    29日     市政報告会[交流ｾﾝﾀｰ]     〃 議会全員協議会    27日 9月定例議会[最終日] 

    30日         北上市社会福祉大会     〃 議会改革推進会議 10月 3日 議会改革推進会議 

〒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、各種集会などへ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］ 


