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１２月定例会一般質問の様子 

 謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。皆様には良い新年を

お迎えのことと存じます。本年もよろしくお願い致します。 

 私事、後援会長をお引き受けして５年となりました。三宅

やすし議員は２期６年となりますが、時折初めて立候補した

頃のことを思い出します。今は皆様に信頼され、頼もしい存

在となり、感慨深いものがあります。 

 市民にとっての一番は、安全で安心して暮らせる街である

ことです。東日本大震災の被災地から移住してきた方々は

「北上はいいなぁ。暮らしやすい。」と言っておりました。

東洋経済新聞社が発表した“住みよさランキング２０１３”

では県内１位となりました。４年連続であり、平成２５年の

北上市重大ニュースの１番にも選ばれております。 

 しかし、気になっていることがあります。それは、人口比

率では犯罪発生率が県内で、盛岡に次いで２位ということで

す。企業が多く立地し、働く場があり若い世代が多いからで

しょうか。北上市にも光と影があります。 

 また、被災地の復興がなければ、日本全体の幸福はないと

言いますが、復興作業が遅々として進まない現状がありま

す。作業員が足りない、資材が入荷しないなど、内陸部でも

事業費の高騰に困惑しています。まして福島の状況について

は言葉もありません。 

 世はアベノミクスともてはやされていますが、私たち庶民

には厳しい生活がじわじわ迫っているような気がします。 

 そこで後援会としては、三宅やすし議員を先頭に「市民

の、市民による、市民のための政治」を希求していきたいと

思います。 

 最後になりましたが、皆様の益々のご支援、ご鞭撻をお願

いし、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

後援会長 佐藤 郁夫 
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展勝地開園１００周年に向けて 

①輪中堤の工期遅延は100周年にどう影響するのか。 

②桜並木と並木以外の桜の管理体制は。 

③桜以外の公園全体の管理は。 

④さくら祭りの渋滞対策は。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①100周年事業は平成33年度であり、公園整備を平成29年ま 

 でには終えたいが、堤防工事の遅れにより公園整備が間に 

 合わず植栽木の生育が整わないなどの影響が懸念される。 

 国に早期完了を要望していく。 

②展勝地100周年記念事業準備委員会の中で、桜守プロジェ 

 クトを企画し、樹木医などの専門家からも助言を頂き桜並 

 木を管理していく。陣ケ岡や男山入口などは、隔年での手 

 入れや、樹木の様子に合わせた剪定等を実施している。 

③下草の刈り払いなども含めた管理体制を、平成29年度の公 

 園整備完了までに、ボランティア団体等の日程や作業内容  

 の調整ができる組織を立ち上げるなどして整えたい。 

④タクシーやシャトルバス専用道を整備し観光バスも一部利 

 用していく。稲瀬地区の臨時駐車場も受け入れ体制を充実 

 させていきたい。 

 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、展勝地とＩＣＴ関係の２項目の質問でした。 

第192回北上市議会定例議会一般質問 

平成33年に開園100周年を 

迎える展勝地 

ＩＣＴ(情報通信技術)の活用について 

質 
問 

①オープンデータを推進し民間活力で活性化してはどうか。 

②ビッグデータを分析・活用していく考えはないか。 

③クラウド文書共有化によりペーパーレス等を実施しては。 

答 
 

 

弁 

①地方自治体でも先行事例が少なく、市が保有する行政デー 

 タをどのように二次活用できるように公開したら有益なの 

 か、経費面も含めて研究したい。特に個人情報をどう取り 

 扱うかなどは調査研究が必要と考えている。 

②ネット上などのぼう大なデータを分析していくには、行政 

 の様々な分野でどのように活用していくのが良いか、目的 

 と費用対効果を調査研究していく。 

③庁内ＬＡＮを通じて、電子決済や内部会議資料の電子ファ 

 イル化などペーパーレスには一部取り組んでおり、外部 

 サーバーを利用するクラウド化のメリットなども含めて検 

 討していく。 

＊オープンデータ＝行政が持つデータを 

 二次利用できる形式で、著作権も自由  

 として公開する事。 

＊ビッグデータの活用＝インターネツト 

 上などに存在するデータを特定の目的  

 で抽出し分析・活用していく事。 

＊輪中堤（わじゅうてい）＝直線的な堤 

 防ではなく、一定の地域を取り囲むよ 

 うな形状の堤防。展勝地の堤防も市民 

 プール付近の住宅地周辺に作られる。 

＊２つ目の一般質問は、カタカナ用語が多く分かりにくかったと思います。「オープンデータ」や 

 「ビッグデータ」という言葉を初めて聞いたという議員や職員も多かったようです。  
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１２月定例議会のトピックス・視察報告 

 １２月定例議会で審議されて気になる話題を解説します。また、所属会派で

の視察について報告します。 
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消費税増税に伴う各種料金の値上げによる条例改正 

①さくらホール使用料 

  条例では上限を定めており、その範囲内で指定管理者が使 

 用料を設定している。アートファクトリーを引き上げた。 

②し尿処理手数料 

  １０ℓ当たり６３円→６４円 

③農業集落排水施設 

  一般用基本料１,６６３.２円→１,７１０.７２円・等 

③市営駐車場［本通り・東口］ 

  １時間１１０円→１２０円・等 

④下水道料金 

  一般用基本料１,６６３.２円→１,７１０.７２円・等 

＊ゴミ袋の値上げはしない。上水道は、４月から花巻・紫波と 

 統合されやや安くなる見込み。 

逗子市議会の「クラウド文書共有化」視察 

 神奈川県逗子市議会では、クラウド（”雲”の意味で、デー

タやアプリケーションの保存場所を意識する事なく利用できる

システム）サーバーを利用して議案や決算書などを閲覧できる

ようにし、タブレット端末を導入してペーパーレスで議会を進

めており、視察した結果をもとに一般質問を実施しましたが、

当市においては時期尚早のようでした。 

 「私学教育を充実・発展させるための請願書」には３項目の請

願事項があり、別々の採決となりました。 

 １項目は、市内私立高校への運営費補助の増額です。この補助

は私学に対し教室数と生徒数の比率で計算しておりますが、授業

料等の負担を直接的に軽減されるものではなく、学校の運営費と

なっています。市内私立高校へは県内でも２番目の額、約２６０

万円余を補助しており、委員会では３名が反対しましたが、賛成

多数で採択されました。本会議での反対は１名だけでした。 

 ２項目は、私立高校生の保護者に対する就学援助金の給付です

が、所得格差などによる補助額の差は考慮されていませんでし

た。また、国からは、一般家庭には公立高校相当分の約１２万円

弱が、非課税世帯には約２４万円弱が支給されており、賛成少数

で不採択とりました。 

 ３項目は、国や県に対して私立高校に対する助成増額を求める

ものです。全会一致で採択され、教育民生常任委員長が国と県に

対する意見書を発議案として提案し可決されました。 

私学助成の充実を求める請願について 

北上市内唯一の私立高校 

所属会派「北新ネット」の 

逗子市議会視察・議場にて 
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10月13日 北上ﾏﾗｿﾝ[初ﾌﾙ完走]  11月 8日 第191回臨時会/市政調査会 12月 2日 議運/広聴広報委員会 

    15日  後援会通信N0.22発行    〃  後援会事務局会議      5日    第192回12月定例会:初日 

    16日         北上地区広域行政組合議会        9日            市政報告会[相去11区]    〃      北上LC(ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ)例会 

  18日         北新ﾈｯﾄ例会      10日    あいさり産直市   10日 議会運営委員会 

   〃 北上LCﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ    〃     北上三曲演奏会 10～12日 12月議会:一般質問 

    20日 北上ふるさと会[東京]      12日         花巻市議会合同研修交流会   12日 教育民生常任委員会 

21～22日 北新ﾈｯﾄ研修[逗子・日野]      13日 境塚愛護会連合研修[仙台]     13日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 

    24日 ｽﾎﾟｰﾂ議員連盟研修会      14日         北上LC(ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ)例会     16日          議会運営委員会 

    27日 相去ふるさとまつり      18日  広聴広報特別委員会     19日             第192回12月定例会:最終日 

    29日     議会全員協議会    〃 県市議会議長会研修[盛岡]     25日   広聴広報特別委員会 

 〃  議会改革推進会議      20日 会派要望書提出  1月 6日 市政功労者表彰 

11月 1日        議会運営委員会      21日 議会全協/市政調査会     11日 消防出初式 

    7日 ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞ陸上実行委員会      27日 農業団体合同研修交流会    12日 福祉成人式/成人式 

  30日 北新ﾈｯﾄ例会     〃 相去地区市政座談会      7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 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☆☆☆ 

 三宅やすしの市政報告は、パワーポイントを利用し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］ 


