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12月議会で一般質問を行う 

三宅やすし 

  

 謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。皆様には希望に満ち

た新年をお迎えのことと存じます。本年もよろしくお願い申

し上げます。 

 東日本大震災から２年目の新年を迎えました。私たちは何

事もなく平穏に暮らしています。日が経つにつれて関心が薄

れることは否めませんが、被災地に思いを致せば、改めて、

日本全体が襟をたださなければなりません。被災地の復旧復

興なくては、日本全体の幸福は無いと思います。 

 昨年３月２５日、皆様の絶大なるお力添えにより、三宅や

すし議員は、見事高位で再選させていただきました。衷心よ

り感謝を申し上げます。三宅議員は２期目となり、市議会で

もその存在感が大きくなっております。相去地区選出ただ一

人、皆様の支えにより一層成長させていただきたくお願い致

します。 

 北上市勢十大ニュースの２番目に、「住みよさランキング

で県内１位」とありました。実感はわきませんがそうなんで

すね。私たちも一層市政に関心を持ち維持していきたいもの

です。 

 ところで、昨年の１１月に稲瀬地区自治協議会のご手配に

より、出前講座として、９月議会の話題を中心に三宅やすし

市政報告を開催させていただきました。他地区へも情報提供

し、少しでも力になれるよう、幅広く活動しております。本

年度は、これまでの着実な活動を継続しながら、さらにエネ

ルギッシュに多彩な活動を進めるだろうと期待しておりま

す。 

 昨年の暮れ、衆議院議員選挙があり、国政がどうなるのか

注視していきたいと考えております。とにかく、景気や雇

用、原発や外交など、良い方向に向かう年になるよう願って

おります。 

 最期に、三宅やすし後援会の益々のご支援、ご鞭撻をお願

いし、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

佐藤 郁夫 後援会長 
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第181回北上市議会定例議会一般質問 
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 三宅やすしは 12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、農業関連の内容で２項目の質問でした。 
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ビジネスモデルによる農業施策を 

各地で人気の産直市 

①企業誘致説明会のような手法で、新規就農者確保策として 

 Ｉターンを推進してはどうか。 

②農業団体等との意見交換を通じて要望を探り、人材育成策 

 に活かしていくべきでは。 

③農家への研修制度に経営やマーケティングなどの内容を取 

 り入れて農家の経営力を向上すべきではないか。 

④農業ビジョン策定の中に人材育成策はどう盛り込むのか。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①Ｉターン推進は県と共同で実施していくが、大都市での説 

 明会等までは考えていない。 

②意見交換会は複数団体と実施しており、コーディネーター 

 が必要などの意見が出されている。様々な意見は、策定中 

 の農業ビジョンの中へ反映させていきたい。 

③経理面での研修制度は実施している。今後は、中間的な支 

 援体制をつくり、経営やマーケティングリサーチなどにつ 

 いても相談に乗れるようにしたい。 

④農業ビジョンの中で、後継者確保や、多様な担い手育成が 

 必要と考え、盛り込んでいきたい。 

農産物の販売促進策について 

質 
問 

答 
 

 

弁 

①市場調査や作付計画などの面でも、産直やインターネット 

 を活用してはどうか。 

②契約栽培などへ営業面での支援策は。 

③６次産業化による販売強化策をどのように進めるのか。 

①既に民間のサイトで二子さといもがインターネット販売さ 

 れており、個人でネット販売している方もいる。今後伸び 

 る分野でもあり研究してみたい。現在、産直は市内８施設 

 で産地直売所協議会を設立、研修会など実施し、新たな栽 

 培品目への挑戦など、成果もあがっている。 

②今年から大手コンビニ向けサラダやサンドウィッチ用に、 

 レタスの契約栽培が実施されている。安定的な栽培や出荷 

 などの課題はあるが、今後は行政とは別な体制を整備し、 

 支援していきたい。 

③当市は商工業の分野で様々なノウハウを持っている。平成 

 25年度から農林部内に農商工連携の係を設置するととも 

 に、商工部と連携を密にして、６次産業化に取り組み、農 

 産物の販売強化を図りたい。 
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12月議会のトピックス 
 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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地域づくり組織条例 

 北上市は地域づくりについて早くから取組み、公民館を交流

センター化し、地域に管理運営を委ねてきました。しかし、こ

の委託されている地域の自治協議会などを統べる条例がありま

せんでしたが、今回の議会で「北上市地域づくり組織条例」が

可決されました。この条例制定には、各地区での意見交換会の

他、総務常任委員会や市政調査会などで勉強会などを開催し、

条文の中身にまで踏み込んで検討し、意見を述べてきました。

結果として、行政区長との関係や、自治協と交流センターとの

関係などが未定義のままでの制定となってしまいましたが、こ

れらについては今後の継続検討課題として、じっくりと取り組

んで行く予定です。 

地域づくりの拠点・交流センター 

全面改修が済んだサブトラック 

政務調査費から政務活動費へ 

 地方自治法の改正によって、地方議員に認められている｢政務

調査費｣が｢政務活動費｣という名称となり、使途範囲も拡充でき

ることとなり、各条例で定める事となりました。今回の議会で

は、その改正を行いましたが、北上市議会は以前から、政務調

査費については細目に至るまで適用・適用外を規定しており、

今回の改正はそれらを整理する程度でした。使途の拡大につい

ても実施せず、今まで通りとなっています。北上市では、月額

２万円／人という額で、盛岡市議会５万円、岩手県議会31万円

に比べると少ないですが、花巻市議会等と同額です。 

まちづくり部の設置 

 来年度から市の組織が大きく変更になります。まず、まちづ

くり部が新設され、現在の｢地域づくり課｣､｢生涯学習文化課」、

｢スポーツ振興課｣が統合されます。教育委員会から、スポーツ

と生涯学習の分野が市長部局に移る訳です。これにより、例え

ば｢みちのく民俗村｣の観光活用が促進されたり、教育委員会自

体は幼児から中学生までの学校教育に専念できるようになりま

す。しかしながら、中学校の部活動とスポ少との連携どうなる

のかなど、懸念事項もあります。 

総合運動公園補修減額と和賀川グリーンパーク補修 

 12月の一般会計補正予算の中で、総合運動公園陸上競技場の

サブトラックの走路張替工事が、予定額より安く出来た為、約

１億２千万円を減額しました。その分、和賀川グリーンパーク

のテニスコート１２面の張替を追加しました。どちらも国体開

催に向けた整備で、国からの助成金の有効活用の為です。 

 因みに、メイントラックは来年度に全面改修の予定です。 

観光施設として活用が 

期待される民俗村 
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10月 4日 柴田町議会交流会 11月14日 議会改革推進会議 12月 2日 渡邊和栄氏祝賀会 

   7日  北上マラソン[10km完走]     〃         市体協研修会      3日         議運/広聴広報委員会 

     9日         広聴広報特別委員会     16日    乗合ﾀｸｼｰ打合[稲瀬]    6日     12月定例議会[初日] 

    15日         北新ネット例会      19日    議会運営委員会 11～13日 12月定例議会[一般質問] 

    19日      議会全員協議会     〃         北新ネット市長要望提出     13日         教育福祉常任委員会 

    23日 花巻市議会交流会      20日    日香下バス検討特別委員会     18日     議会運営委員会 

25～26日 北新ネット研修[東京]    22日    第180回臨時議会     20日   12月定例議会[最終日] 

    28日 相去ふるさとまつり     〃         議会全員協議会     21日          相去体協閉会式 

11/1-2日        広聴広報委員会視察[東京]     〃         一部事務組合議会報告     26日             広聴広報特別委員会 

     5日 北新ネット勉強会     25日         農業フォーラム  1月 1日   白山神社新年祈願 

     6日 境塚愛護会連合会研修    〃         市政報告会[稲瀬交流ｾﾝﾀｰ]      5日 市政功労者表彰 

    11日     北上三曲演奏会     26日         市政座談会[相去]     6日 消防出初式 

    12日         県市議会議員研修会[盛岡]     27日         農業団体交流会      8日 広聴広報特別委員会 

〒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］ 


