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【最高顧問】２区仲町[金田徳] 

【顧問】２区下組[佐藤正昭]・６区日香下[梅田勝志]・１区川口[千田弘]・１区上組[千田 

    雄吉]・１区上組[及川怜]・１区上組[千田晴規]・２区仲町[三宅三雄]・２区仲町 

    [島津信義]・２区仲町[千枝實]・２区仲町[佐藤力]・２区仲町[高橋参夫]・２区仲 

    町[多田鉄夫]・２区仲町[山口英夫]・２区下組[菊地圓光]・２区下組[高橋健一郎] 

    ・２区下組[遠藤博]・２区下組[桑原啓]・２区下組[及川晴雄]・３区上家[千田賢 

    蔵]・４区和田[千田唯七]・５区大谷地[松田正美]・６区三十人町[浅水達]・６区 

    三十人町[千田直彦]・７区[及川五郎]・９区[金田務]・１１区[髙橋利征] 

【会長】２区下組[佐藤郁夫] 

【副会長】２区下組[星彊]・１区川口[遠藤常雄]・１区川口[金田勝洋]・２区仲町[菊地吉 

    美]・３区上家[高橋宗夫]・３区山根[古舘美義]・３区平林[島津一彦]・６区成沢 

    [松田節]・７区[高橋壮]・８区[及川君夫]・９区[鈴木久男] 

【会計監事】２区仲町[三浦義信]・２区下組[佐藤健] 

【幹事長】２区下組[渡邊和栄] 

【副幹事長】１区上組[平野勝美] 

【幹事】1区上組[佐藤修]・２区下組[千田英夫]・２区下組[佐藤彰吾]・２区下組[遠藤晴 

    彦]・２区下組[高橋秋雄]・３区上家[星俊憲]・３区上家[星信雄]・４区本郷[門脇 

    勝司]・５区大谷地[鈴木正]・５区土井[高橋豊広]・６区三十人町[石川健一]・６ 

    区三十人町[千田習]・６区成沢[菊池近子]・６区日香下[馬場正行]・７区[田邊靖 

    雄]・８区[高橋久美子]・11区[宮本育生]・11区[桑島圭代]・11区[及川均] 

【青婦部長】２区下組[高橋崇] 

【青婦部副部長】2区下組[菊地法吉]・２区仲町[三宅京子]・２区下組[高橋ゆかり]・１区 

    上組[及川佳祐]・２区下組[菊地雅行]・２区下組[菊地隆裕]・5区土井[高橋勝利]

【青婦部班長】４区本郷[門脇泉]・５区土井[老林秀幸]・５区大谷地[松田高]・６区三十人 

    町[後藤俊幸]・６区成沢[梅田理恵]・８区[高橋潤子]・１０区[長井洋子]・11区 

    [遠藤弘幸] 

【事務局長】２区仲町[佐藤博志] 

【事務局次長】１区上組[照井勉]・２区下組[村上勲]【事務局】２区仲町[千枝忍]・２区仲 

    町[星好]・２区仲町[菊地建]・２区仲町[三浦武美]・２区仲町[小山一男]・２区下 

    組[菊池勝芳]・２区下組[金田豊次]・２区下組[佐藤秋夫] 

◆後援会新役員 

 平成26年２月22日の三宅やすし後援会総会にて、次のよう 

に新役員が決定いたしました。任期は、平成26年２月～平成

28年２月総会までの２年間となります。 

 今回は、幹事長をはじめ要所の方々が数名交代、新しい

方々にも入っていただいております。 
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北新ネット代表質問：小原敏道議員 

①力強い地方都市の推進と、あじさい型「まち育て」の市民  

 への浸透状況は。 

②地区交流センターの課題は。 

③スクールバスを交通弱者、地域交通の補完として活用を。 

④地元農産品の消費拡大策と地域ブランドの開発は。 

⑤学校の適正配置の検討はいつまでするのか。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①防災ハザードマップの整備や､｢ライフライン、公的施設の 

 耐震化促進」などに取り組み、長期的な戦略で各種施策を 

 展開し、自治基本条例や地域づくり組織条例の策定をはじ 

 め、「まち育て」の声が市民から聞こえるようになった。 

②平成26年度に区長業務の詳細を整理した取扱要領を作成す 

 る。また、｢地域づくり交付金｣を見直したことにより使途 

 制限が緩和され、独自性を発揮した地域づくりが進展する 

 と期待する。 

③スクールバス活用の課題を整理し、平成26年度中に具体的 

 な活用方法など、結論を出したい。 

④今年度より新規事業として「ふるさと便ＰＲ事業｣を進め 

 る。また、ホテル業者や市内の事業所での農産物の利用拡 

 大に取り組んでいる。更に北上牛やアスパラ、二子里芋な 

 ど主要作物は首都圏での認知度向上に努める。 

⑤学校の適正配置については地域協議を踏まえ、平成26年度 

 中に具体的な方策を検討し地域に示していく。 

 三宅やすしは ３月定例会では会派代表質問において関連質問を行いました。 

代表質問の主な内容と関連質問は次の通りです。 

第194回３月定例議会・代表質問 

関連質問する三宅やすし 

関連質問：インフルエンザ・ノロウィルス対策は 

質 

問 

①インフルエンザ対策は。前向き給食の周知は。 

②学校給食センターにおけるノロウィルス等への対策は、文部 

 科学省などの基準に沿って実施されているのか。 

答 
 

 

弁 

①学校では、手洗いの励行や咳エチケットの徹底などを実施し 

 ている。ご指摘の給食時に向かい合せで食べると感染が広が 

 りやすいという認識は薄かったので、今後対応したい。 

②文部科学省の｢学校給食衛生管理基準｣や｢学校給食調理従事 

 者研修マニュアル｣などは適宜更新されているが、当市の施 

 設では、特にトイレの個室内手洗いが適応していない為、平 

 成26年度予算に学校給食センターのトイレ改修費を計上し対 

 応していく。 

学校給食調理従事者研修マニュアル

に掲載の「望ましいトイレ施設」 



３ 

３月定例議会のトピックス 

 ３月定例議会はコミュニティＦＭ局に関して審議が集中しました。会派での

視察や議会での勉強会も踏まえて、下記のような論点で判断しました。 
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コミュニティＦＭ局の予算否決について 

 平成26年度一般会計予算に｢コミュニティＦＭ局設備整備事業｣

として、８,９５３万余が計上されましたが、予算特別委員会に

て全額を削減する修正案が出され、１２対１２の同数となり委員

長裁決で可決されました。その後の本会議でも予算特別委員会に

同案が出されて１３対１２で可決され、結果として｢コミュニ

ティＦＭ局設備整備事業｣は全額削減されました。 

 このコミュニティＦＭ局は、北上市内で聴取できるラジオ局と

して、市が設置し民間が経営するという「公設民営」で設置し、

災害情報や災害の恐れがある気象情報などの防災情報も放送でき

るようにするものです。 

 市は、平成25年度予算に調査の為の費用を計上、事業者を公募

し、その後の市内16地区における説明会や商工団体との協議によ

り設置に対する同意が得られたとの判断で、設置に向けた準備を

進める為に、設備費として予算を計上してきたものです。 

 次の主だった事由により反対が多かったものです。 

①全国280局あるコミュニティＦＭ局の９割近くが赤字である。 

②平成25年度の調査費もほとんど執行せず繰り越しているので、 

 もう１年掛けてじっくり検討すべき。 

③開局に対して市民の盛り上がりが欠けている。 

④ケーブルテレビ会社はコミュニティＦＭ局を運営できないとの 

 説明だったものが実は可能であった。 

 そもそもコミュニティＦＭは東日本大震災のような大規模災害

後の情報伝達手段としてある程度は有効ですが、台風や集中豪雨

などの防災情報には、効果的ではないとも言われます。 

 ラジオは放送した時に聞いていなければ意味が無く、繰り返し

放送しないと伝わりにくくなります。その結果、例えば午後７時

時点での台風の勢力や位置情報などを繰り返し放送しており、真

夜中には台風が通過してしまっても、まだ放送していて聞いてる

意味が無かったという実例もあります。 

 今回の議決に関する新聞報道では、議会は災害時の危機管理意

識が薄いというような記事が掲載されましたが、むしろ、赤字経

営となる確率が高いのに、市が急いで整備していく理由が理解で

きません。 

 今後、災害時や防災面の情報伝達手段として何が適正なのかと

いう点について、市民も交えて、じっくりと検討していく必要が

あると思います。 

 行政だけが先走って設置し、失敗した事例は当市に沢山ありま

すので、同じ轍を踏まないようにしたいものです。 

経営がやや安定している北海道の 

ＦＭなかそらち(社員3人) 

3年で閉局したコミュニティFM局 

民間による災害情報提供 

サービスなども選択肢のひとつ 

神奈川県秦野市では 

クラウド型メール配信を利用 
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 1月14日 財政ｾﾐﾅｰ [大津市]   1月31日 第193回臨時会/市政調査会  2月25日 予算概要説明会 

  ～15日         〃   2月 1日  復興支援ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ     27日 3月議会:初日 

    16日         後援会事務局会議        2日            地域教育力向上ｾﾐﾅｰ  3月 2日 相去防災訓練/仲町総会 

  17日         北上ﾕﾈｽｺ協会理事会     8日    北上ﾕﾈｽｺ協会講演会   4～6日 3月議会:代表/一般質問 

    18日        後援会通信N0.23発行       10日         ﾃｰﾏ別市民と議会をつなぐ会      7日          教育民生常任委員会 

    19日 後援会役員会[交流ｾﾝﾀｰ]      13日 議会全員協議会  8～11日             予算委員会第2分科会 

  22日 ﾃｰﾏ別市民と議会をつなぐ会      14日         議会改革推進会議     14日   予算特別委員会 

    24日 相去鬼柳青少年健全育成会   〃 北上地区広域行政組合議会      20日 3月議会:最終日 

    25日 相去藩境太鼓の会役員会      15日         相去藩境太鼓の会総会     27日 議会改革推進会議 

    27日     川岸商店会1月研修会      17日 議会運営委員会     28日 広聴広報特別委員会 

   27日      議会運営委員会    18日 教育福祉常任委員会協議会  4月 7日 議運/全員協議会 

   〃        黒北90年記念誌編集委員会     22日 後援会総会[交流ｾﾝﾀｰ]     10日 南部農業再生協議会総会 

   29日 女性模擬議会      24日 議運/広聴広報委員会    12日 北上ﾕﾈｽｺ理事会・総会 

   〃 議会改革推進会議   2月20日 県ﾀｸｼｰ協会研修会[繋]    9日 第195回臨時会/全協 

〒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。 

☆☆☆三宅やすし市政相談会のお知らせ☆☆☆ 

 下記の日程で市政相談会を開催しますので、お気軽にお越しください。複数の方が同じ時間に重

複した場合はお待ち頂く事もありますので予めご了承下さい。 

 ■日時：平成26年4月28日(月)・5月26日(月) 各13:30～16:30 ■場所：相去地区交流センター 


