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 ４月に常任委員会構成の変更があり、三宅やすしは総務常任委

員会の所属となり委員長に選任されました。 

 ６月定例会では、市税条例の一部改正についての議案が委員会

付託となり、他に請願１件の審査が付託となりました。 

 市税条例の一部改正は、６２頁もの分厚い内容のもので、５１

箇所の変更点について当局から説明を受け、質疑を取って審議し

ました。委員長が進行役ですが、初めてでもあり、また１つの議

案でかなり多くの変更がある条例改正の為、進行も従来の雛型通

りには行かず、大変苦労しました。 

 また、請願審査には請願者を参考人として招致し、請願の趣旨

などを説明していただいた後に、質疑を取りました。通常の請願

審査の場合は、その後に関連部局の課長などからも説明をして頂

くのですが、今回の請願内容が原子爆弾被爆者に対する救護に関

する法律の改正を国に求めて欲しいという事なので、該当する部

局が無く、事務局と事前に資料を集めての審議となり、準備も含

めて大変手間の掛かった審査でした。請願は、そのままの内容で

は意見書として国に出せないが、意図するところには賛同できる

という事で「趣旨採択」となりました。趣旨採択の場合、採択は

しても意見書を出さない場合もありますが、今回については、表

現を変えて意見書を議員発議で上程する事になりました。 

 また、委員の中から、集団的自衛権を憲法解釈だけで認めない

ように意見書を国に出すべきではないか、という提案もあり、こ

の件に関しても担当部局が無い為、事前に資料を集め、それを元

に審議しました。論点としては集団的自衛権の可否についての議

論ではなく、憲法解釈の変更を閣議決定で行う事について、慎重

審議を求める内容のものとして議員発議する事としました。 

 結果、常任委員長としての初登壇は、条例審議、発議案２件、

請願審査報告で３回に及びました。 

◆巻頭言 

◆◇◆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7月30日(水)・8月25日(月) 各13:30～15:30 ■場所：相去地区交流センター 

総務常任委員長として 

審査説明を行う三宅やすし 

審査説明後、委員長席で 

質疑を待つ三宅やすし 
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防災・災害時情報伝達手段についての考察 

 災害時の情報伝達手段として、各自治体では様々な方策を採用

しています。北上市でも、東日本大震災を契機に検討して

きました。その一つが「コミュニティＦＭ」だった訳です

が、３月議会にて予算修正案の可決により、当面の設置は

困難になりました。議会としても、ただ否定するだけでは

なく代替案の検討に入り、私が今年度から委員長を務めさ

せていただいている「総務常任委員会」の今年の取りくむ

課題の一つとしています。 

 また、所属する会派でも研究しており、千葉県市原市、

神奈川県秦野市、同開成町を視察してきましたので、簡単

に報告いたします。 

 まず、防災・災害時の情報伝達が必要な場面として、発

災前、発災直後、発災後の避難救助時期、復興時期の大きく４段

階に分かれます。特に、発災前の予測できる情報（例えば台風や

大雪などの気象情報）と予測できない情報（突発的な地震や火

災）があり、減災の意味でもこの時点での情報伝達が重要になり

ます。 

 会派での視察から言えることは、どの自治体でも複数の情報伝

達手段を併用しており、特に多いのがメール配信とテレフォン

サービスでした。テレフォンサービスについて

は、沢山の方が同時に聞けないという欠点もあ

り、北上市で導入すべきものではありませんが、

メール配信については是非、導入を検討すべきだ

と思いました。ほとんどの方が携帯かスマート

フォンを持ち歩く時代ですので、そこに防災情報

を届けるのが最も効果的です。ただ、メール配信

もしdocomoやauなどの携帯電話会社が独自で実施

している緊急メールと、他の民間会社が全ての携

帯電話を対象に配信してくれるサービスや、更に

facebookやツイッターなどのソーシャルメディア

にまで対象を広げている会社など、様々なサービスがあり価格と

効果を考慮して選定していくことが大事です。 

 また神奈川県は、テレビ神奈川が独自にデータ放送を市町村単

位で実施しており（費用は各自治体の負担）防災・災害情報だけ

ではなく、市のイベント情報などもテレビで見れるのがとても良

いと思いました。岩手の民放でも是非実施して欲しいものです。 

 三宅やすしは ６月定例会では一般質問を行いませんでした。 

 総務常任委員会や会派で、防災・災害情報伝達手段について調査研究を進め

ており、その中間報告を簡単にまとめてみました。 

防災・災害情報伝達手段について 

テレビ神奈川の自治体データ放送 

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上でも利用可） 

秦野市の市民向けチラシ（一部） 
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第１９６回６月定例議会のトピックス 

 ６月定例議会は、市税条例の一部改正や補正予算審議が主な議案でしたが、

その中からいくつかトピックスを解説します。 
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市税条例の一部改正について 

 国の地方税法等が変わり、それに伴い市税条例も変わるもので

す。特に「地方法人税」が新たに創設され、法人市民税が引き下

げられます。これは、地方格差を是正する為の手段ですが、北上

市は企業集積が多い為、約１億円の減収となりそうです。その分

は交付税措置される予定ですが、どの程度の交付額となるかは不

明です。 

 また、身近かなところでは軽自動車税が上がります。その中で

も北上市は、トラクターなどの小型特殊自動車の税率を少し抑え

た上昇率としました。 

 昨年度から平成27年3月末までの工期（歩道橋は更に１年先）

で、九年橋の大改修工事を進めていますが、工事が進むにつれて

問題点も出てきました。特に鉄骨が予想以上に腐食しており、そ

の補強や一部交換などが必要となったようです。 

 今回の一般会計補正予算の中に、橋梁長寿命化修繕事業として

１億3千万円の追加が含まれています。このうち1億2千万円が九

年橋関連です。鉄骨の腐食対策で３千万円、床板が鉄筋工の人手

不足により現場打ちから、工場で部材生産するプレキャスト工法

へ変更する事で５千万円、その他の工事費の上昇などもあったも

のです。 

 工事費は上がっても工期は予定通りなのかと質問したところ、

予定通りに終わらせます、という答弁でしたが、工事関係者から

は、２～３ケ月伸びるのではないかという噂もあり、心配される

ところです。 

アジアマスターズ陸上競技選手権大会 

 第18回アジアマスターズ陸上競技選手権大会 兼 第35回全日本

マスターズ陸上競技選手権大会が、北上陸上競技場を会場に、 

平成26年9月19日(金)～23日(月)の5日間開催されます。 

 国内2,000人と海外500人規模の参加が見込まれ、北上市として

も初めて開催される国際大会となります。 

 市長・副市長を始め、地元からも多数の参加が見込まれ、市民

一丸となって盛り上げていきたいと思います。 

 三宅やすしも下記の日程で出場を予定しており、後援会の皆様

の応援を宜しくお願い致します。 

 ・9月19日(金)……６０ｍ 

 ・9月21日(日)……砲丸投げ 

九年橋の改修工事内容 

M50クラス(男性50～54歳) 

      へのエントリー 

九年橋の工事費上昇について 

鬼剣舞を素材とした 

アジアマスターズ陸上のロゴ 
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 4月14日 いわて国体実行委員会   5月 7日 北新ﾈｯﾄ例会/LC次期委員会  6月 1日 金ヶ崎ﾏﾗｿﾝ 

    15日  後援会通信N0.24発行     8-9日    北新ﾈｯﾄ視察[千葉・神奈川]      5日          北上LC次期委員会 

    18日         ｽﾎﾟｰﾂ振興議員連盟役員会      15日       議会全員協議会      8日 相去町民運動会 

  21日         相去地区防犯協会総会      19日 総務常任委員会協議会      9日             議運/広聴広報委員会 

    22日        市政調査会・ｽﾎﾟｰﾂ議連総会   19-22日 市民と議会をつなぐ会     10日             ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞ実行委員会 

   〃 黒北90周年記念誌委員会     〃         相去境塚愛護会役員会     12日   6月議会:初日 

  23日 相去自治協代議員会      24日         県ﾀｸｼｰ協会総会[志戸平]  17-19日 6月議会:一般質問 

    25日 総務常任委員会/議会改革      24日 詩歌文学館賞贈賞式     19日 総務常任委員会 

   〃 相去交団連総会    25日 錦秋湖ﾏﾗｿﾝ     22日 消防操法競技大会 

    28日     広聴広報委員会/市政相談会      26日 改革推進会議/議運     24日 議会運営委員会 

    29日 消防演習     〃         市政相談会    26日 6月議会:最終日 

 5月 1日    黒北90周年記念式典      29日 川岸商店会5月研修会      7日 広聴広報特別委員会 

     6日    花巻ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ      30日 北新ﾈｯﾄ例会    12日 北上ﾕﾈｽｺ理事会・講演会 

    30日 北上地区戦没者慰霊祭      26日 議会全員協議会/市政調査会  7月 6日 都山流尺八ｺﾝｸｰﾙ[北上] 

〒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 
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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(スライド)を使って説明し、大変わかりやすいと好

評です。定期的な開催は実施しておりませんが、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］ 


