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９月定例会の一般質問 

  

 ９月定例会の初日に、北上市の平成２４年度「財政健全化

指標」が公表されました。この指標は、平成１８年に北海道

の夕張市が、いわゆる“破綻”した後、政府が地方自治体の

財政状態を把握する指針として示したもので、毎年算出し公

表しなければなりません。これには４つの指標があり、いず

れも通常の年間収入額に対する比率で、次の様なものです。 

 ①主に一般会計の赤字をみる「実質赤字比率」 

 ②特別会計なども含めた全会計の赤字をみる 

             「連結実質赤字比率」 

 ③年間の借金返済額をみる「実質公債費比率」 

 ④借金残高などをみる「将来負担比率」 

 これらの指標の一つでも特定の比率に達した指標がある自

治体には「再建計画」の策定が課せられ、①～③のいずれか

が赤信号だと国の管理下での財政再建が義務づけられます。 

 北上市は、①②はどちらも単年度赤字は無いので、大丈夫

です。④の将来負担比率も130.5%とやや高いながらも、赤信

号である350%まで達する程の水準ではありません。 

 問題となるのは③の実質公債費比率ですが、平成２４年度

は15.9%となり、赤信号の25%にはまだ大丈夫なものの、黄色

信号である18%に近づいてきました。しかも、平成２３年度に

比べて1.7ポイント上昇しています。因みに岩手県は平成２４

年度で18%を超えたようです。 

 18%を超えると、新たな市債の発行に国の許可が必要な「起

債許可団体」となってしまう事と、「公債費負担適正化計画」

を策定し、７年以内に18%未満にしなければなりません。 

 北上市も、平成２４年度さくらホールの建設費の返済が、

利子も含めると約７億円余あり、平成３０年まで返済しなけ

ればなりません。しかも、返済額は増加していく計画になっ

ており、ピークは平成２９年の約１３億円余の返済となるよ

うです。（平成３０年は残りの６億円位）その為、今後18%を

超える可能性があるとの事です。どうすれば、超えないよう

にできるか、これからの市の財政運用を注視し、提言もして

いかなければなりません。 

  

＊土地開発公社を解散した時に「第三セクター等改革推進債」を起債して３０年の返済をしていま

すが、南部工業団地の土地が売れると、前倒しで返済する事になっています。平成２４年度も約２

億円余を追加返済していますが、この額は実質公債費比率には算入されないようですので、企業誘

致して土地を売却しても比率には影響しないそうです。 
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情報モラル教育とネット依存症対策について 

①小中学生の携帯電話所持率と対応はどうか。 

②学校での指導方法はどの様に実施しているのか。 

③家庭との連携をどの様に行うのか。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①携帯電話の所持率は、小学校６年生で、19.7％。その内、 

 スマートフォンが20.3％。中学校３年生で、32.9％。その 

 内、スマートフォンが56.9％となっている。これは、２年 

 前の調査の、小学生11％、中学生23％より大きく増えて 

 いるが、学校への持ち込みは以前同様、禁止している。 

②学校では、「道徳」「技術家庭」「総合的な学習の時間」な 

 どで指導し、警察や携帯電話会社の講習なども活用してい 

 る。今後は、ネットワーク社会の決まり事や他人への影響 

 については「社会」、健康面と関わりについては「保健体 

 育」、肖像権や著作権については「美術」や「国語」など 

 の時間も利用する事も検討したい。 

③ＰＴＡなどを通じて、保護者への周知と、家庭で子どもと 

 使用時間などについて話し合いを持ってもらうよう働きか 

 けていきたい。特に携帯電話を購入する際、子どもとの約 

 束についての参考事例を紹介していく事なども検討してい 

 きたい。 

 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、

教育委員会関係で２項目の質問でした。 

第190回北上市議会定例議会一般質問 

文科省の発行したガイド 

図書館の利用促進について 

質 

問 

①市立図書館それぞれの特色づくりは。 

②レファレンスサービスと資料の充実策は。 

③ミニ企画展などの充実に、各種団体を活用してはどうか。 

答 
 

 

弁 

①江釣子図書館は、小中学校が近い事もあり児童書を多く揃 

 えている。和賀図書館は、地域の声を反映して蔵書を揃え 

 ている。中央図書館は、ともしび号の巡回ポイントが県内 

 で最も多い事と、平成２４年度から開館時間を午後７時迄   

 延長し、祝日も開館した。その結果、利用者が増えた。 

②レファレンスサービスの利用は、平成２４年度で約1,700 

 件あり、年々増えている。このサービスの充実には、図書 

 館司書のほか、一般職員でも対応できるように講習会など 

 も実施している。また、雑誌スポンサー制度を平成２３年 

 度より導入し、現在２２社から２７誌の協賛を頂き、資料  

 も充実してきている。 

③ミニ企画展は月２回開催し、季節や時事問題、旬の話題な 

 どをテーマにしており、ご指摘の手法は検討してみたい。 

開館時間延長により利用者が 

増えた北上市立中央図書館 

(＊)レファレンスサービス＝図書館司書 

  が、利用者の希望する資料や本など 

  探し、更にその中で必要な部分まで 

  調べるサービス。 

  ただし、資料のコピーは１か所１枚 

  までと図書館法で制限されている。 
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臨時議会・９月定例議会のトピックス 

 ８月に２回の臨時議会が開催されました。９月定例議会の話題に関わらず、

気になる話題を解説します。 
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総合運動公園陸上競技場の改修工事 

 ８月に開催された２回の臨時議会では、総合運動公園陸上競技

場の電光掲示板や計測器の工事事業者との契約締結と、メガソー

ラー発電の建設・管理事業者と契約締結の案件があり、どちらも

可決され工事が始まっています。右の写真は、電光掲示板が現在

のものから画面サイズを枠いっぱいまで広げ、映像も表示できる

ような機器になるというイメージです。もちろん、来年のアジア

マスターズ陸上や日・中・韓ジュニア陸上なども含めて、国体に

向けた準備の一環でもあります。下の写真は、既に着工している

走路張替などの工事写真です。 

一般会計補正予算における自殺防止事業 

 ９月定例会には、補正予算がいくつか出されましたが、一般

会計の中で、自殺防止事業に補正予算が計上されました。 

 ここ数年、岩手県は秋田や青森とならんで、全国の自殺率

ワースト３に挙げられています。そして、岩手県の中でも北上

市は自殺率がワースト１か２になります。特に、今年度は早く

も昨年も同時期を上回っており、緊急な対応が必要です。この

補正は、「こころの体温計」というインターネットサイトを北上

市向けに仕様変更して、携帯やスマホでもアクセスできるよう

にする事業です。若者向けの自殺予防効果に期待します。 

 ９月２日から九年橋は改良工事の為、全面通行止めになりま

した。車両は、平成２７年３月末までの約１年半、自転車と歩

行者は、平成２８年３月末までの約２年半の長期間に渡る通行

止めです。 

 車道部分は、現在の歩道部分まで拡幅して、全体が７ｍ幅と

なります。（現在の車道は６ｍ幅） 

 歩道については、並行して別に３ｍ幅の歩道橋を架けます。

（現在の歩道は１ｍ幅）この歩道橋工事が後からとなる為、歩

行者等の通行止めの期間が長くなる訳です。しばらくは不便で

すが、完成すると便利利になると思います。 

九年橋改修工事 
改修が始まった陸上競技場 

改修工事で通行止めとなった九年橋 

電光掲示板の完成イメージ 

イラストや色で判断できる 

セルフメンタルチェック 
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 7月12日 議会だより正副委員長校正   8月 7日 第188回臨時会/全協  8月29日 国体実行委員会総会 

    13日  北上ﾕﾈｽｺ協会講演会    〃  金ヶ崎町議会交流研修会  9月 2日            議運/広聴広報委員会 

    16日         後援会通信N0.21発行       9日            議会改革ｾﾐﾅｰ[東京]      3日     決算概要説明会 

  17日         広聴広報特別委員会     11日    あいさり産直市      5日    第190回9月定例会[初日] 

    21日                  あいさり産直市     15日    ﾕﾈｽｺ平和の鐘を鳴らそう    〃  決算特別委員会 

    23日 議会改革推進会議      18日         和太鼓講習会(外部講師) 10～12日 9月議会[一般質問] 

    24日 相去区長会      20日 広聴広報特別委員会   12日 教育民生常任委員会 

    25日 黒陵90年史編集委員会      21日         北上ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ例会 13～18日          決算第二分科会 

    29日 大船渡市議会視察対応      22日  議会全員協議会     14日             黒15区/相去敬老会 

   〃  社会福祉大会/川岸商店会      23日 議会運営委員会     24日   決算特別委員会 

  30日     教育民生常任委員会協議会      27日 第189回臨時会     27日 9月定例議会[最終日] 

 8月 5日        議会運営委員会    〃 広聴広報/改革推進会議 10月 1日 北新ﾈｯﾄ例会/広聴広報 

    6日 北新ネット研修会    〃 久慈市議会視察対応    11日 市政調査会研修会 

〒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 

4 

＊ 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 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］ 


