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 ９月定例会では、一般会計、特別会計10件、企業会計2件

のそれぞれの平成25年度決算を審議しました。その特徴につ

いて解説します。 

（１）一般会計の歳出がここ10年間で最高額の約390億円 

 正確には、平成22年度に南部工業団地等を含む土地開発公

社を解散する為に、約95億円の特別な借金をしましたが、そ

の年を除いて、過去最高の歳出額となりました。 

 これは、①アベノミクス緊急経済対策による国庫支出金、

約31億円に対する緊急事業を実施した事。(このうち約5億円

は翌年度繰越）②下水道事業の健全化の為に10億円繰り出し

た事。③工業団地会計へ、資金不足解消の約7億8千万円を含

む、約10億4千万円繰り出した事。④公債費比率引き下げの

為、南部工業団地売却益から約3億3千万円を前倒し償還（借

金の前倒し返済）した事。などによります。 

（２）市税収入の減少 

 国庫支出金、財産収入などが増えて歳入全体としては、前

年度より約12.9%増加しましたが、自主財源の一つである市

税収入は、前年度より約1.5%減の129億円余でした。 

 これは、法人市民税と固定資産税の減少が主な要因です。

固定資産税の減少は、評価変えによる影響もありますが、や

はり地方の景気は回復していないという事だと思います。 

 ただ、個人市民税については、特に低所得層からの税収が

伸びていることから、立地企業の増加等により若者やパート

などの働く場が増えたものと推測されます。そして、たばこ

税も値上げと税配分の変更により、販売本数は減少したもの

の、税収は11%増えて8億5千万円を超えました。 

（３）実質公債費比率の見通しが改善 

 実質公債費比率は増加傾向にあり、平成30年度には、国の

基準でイエローカードとなる18%を超える見通しでしたが、 

前述（１）④にも書いたように、借金を前倒しで返済した事

から、18%は超えないように改善される見込みです。 

 平成25年度末における、市債残高は一般会計だけで約433

億円となっています。因みに、平成25年度の一般会計におけ

る新たな起債（借金）は、約28億円弱であり、償還（返済）

は、約50億円弱（そのうち利子分が約6億円余）という状況

です。突発的に大きな歳出などが無ければ、平成30年頃まで

は、このやや厳しい財政状況が続くと思われます。 

◆巻頭言［決算解説］ 

第18回アジアマスターズ陸上 

 兼 第35回全日本マスターズ陸上 

60m M50に出場：9位 

第18回アジアマスターズ陸上 

 兼 第35回全日本マスターズ陸上 

砲丸投げ M50に出場：11位 
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避難勧告等の発令基準と情報伝達手段ついて 

 三宅やすしは 9月定例会で、8月20日の広島市での土砂災害を教訓とした市の

防災対策と、以前から調査研究を進めてきた防災情報伝達手段についてと、今

年度策定中の新しい障がい者プランについて一般質問を行いました。 

第199回定例会・一般質問 

茅ヶ崎市の新型防災ラジオ＝事業者

と共同開発した、ポケベル周波数を

利用したラジオ。普通のラジオ機能

もあり、防災放送を受信すると自動

で電源が入ったり、受信エリアがか

なり広いなどの特長もあるが、導入

には初期費用が高い。 

①新しい避難勧告等の発令基準の特徴は。 

②ハザードマップへの土砂災害警戒区域と危険地域の表示は。 

③ハザードマップの発行時期と周知は。 

④情報伝達手段の現状分析と、新たな伝達手段の検討は。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①平成26年度に見直された、政府の「避難勧告の判断・伝達マ 

 ニュアル」に添って作成しており、具体的な指標を判断基準 

 とし、職員が躊躇して発令に遅れが出ないようにしている点 

 が特徴である。 

②市内には270ケ所の危険地域があり、その内、111ケ所が土砂 

 災害警戒区域等として指定されている。ハザードマップには 

 どちらも記載するが、色別に分かるようにする。 

③土砂災害ハザードマップは10月末に発行し、16地区説明会 

 と、警戒指定地域では個別説明会を実施する予定。 

④現在は「緊急速報メール」「北上ケーブルテレビによるＬ字文 

 字放送」「市ホームページとfacebook」「簡易登録無線局によ 

 る各自主防災組織への無線連絡」「消防団車両等による巡回広 

 報」の５種類があるが、8月30日の防災訓練では、ホームペー 

 ジ等を除く４種類を実施し、それぞれの特性に基づいて互い 

 に補完できる複数の手段を組み合わせて活用する。新たな伝 

 達手段としては、ポケベル周波数を利用した(*)新型防災ラジ 

 オ、コミュニティＦＭ、現在の防犯メールの拡張など、新た 

 な手段を検討していく。 

新しい障がい者プランについて 

質 
 

 

問 

①平成23～26年度の3ケ年の現在のプランの分析は。 

②特別支援学校・学級への対応は。 

③障がい者の就労支援は。プランへの位置づけは。 

④災害時要支援者の登録と防災情報の伝達は。 

答 
 

 

弁 

①発達障がい児支援制度は成果があがったが、成年後見人制度 

 の周知が不十分だった。新しいプランでは、障がい者団体や 

 関係各団体と協議し、より良いプランを策定したい。 

②県へ特別支援学校の新設、または分室設置を要望している。 

③企業での実習の機会を増やし、就労につなげていきたい。プ 

 ランにも就労支援を盛り込んで継承していく。 

④障がい者の登録者は170人。今後は全員に登録の意思確認をし

ていく。伝達手段は支援者からのメールやFAXで行う。 
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9月定例会のトピックス 

 9月定例議会は、条例の新規制定が４本あり、特に子ども・子育て支援新制

度に関わった条例もあり、その内容を解説します。 
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子ども・子育て支援新制度関連条例について 

 国の子ども・子育て支援新制度が平成27年度より開始される予

定となっており、幼稚園などは10月頃から平成27年度の園児募集

を開始していく為、9月議会において次の関連3条例が上程され可

決されました。 

①保育所や認定子ども園の定員や運営基準を定めた「北上市特定 

 教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準条例」 

②今回新しく”家庭的保育””小規模保育””事業所内保育””ベ 

 ビーシッター”などの様々な基準を定めた「北上市家庭的保育  

 事業等の設備及び運営の基準条例」 

③学童保育所の基準を新たに定めた「北上市放課後児童健全化育 

 成事業の設備及び運営の基準条例」 

◆国の新制度は、待機児童の解消などを目的に制度改正される訳

ですが、実際には、地方自治体の負担と、保護者負担が増すよう

な制度となっています。また、施設側としても、北上市内ではま

だ２ケ所しかない認定子ども園（保育園と幼稚園を合わせた施

設）や、単体の幼稚園でも、施設規模によっては支障をきたす事

が懸念されます。 

 しかも、新制度の財源が消費税を10%にした場合に、7000億円を

拠出すると言われていますが、実際には1.1兆円の財源が必要との

試算もあり、増税と開始時期の整合性など課題も山積したまま、

各地方だけが先行して条例制定せざるを得ない状況であり、これ

からの国の動向を注視して対応していく必要があります。 

みちのく民俗村条例の制定による活用 

 展勝地にある「みちのく民俗村」は、今まで市立博物館の一部

として教育委員会が管理していました。文化財としての扱いだっ

た事もあり、施設内での飲食や物販などが制限されて観光施設と

しては、利用者数が伸び悩んでいました。 

 今回の「みちのく民俗村条例」の制定は、平成27年度から商工

部の管轄とし、指定管理者を募集し、観光施設として利用できる

ようにするものです。もちろん、文化財としての側面も重視して

いくので、茅葺屋根の補修などの保全活動は、市が計画的に実施

していくとの事です。 

 村内には、陶芸窯や厨房施設などの体験型の設備もあり、陶芸

サークルなどが利用していますので、それらの団体との連携も期

待されます、また、国見山廃寺跡、陣ケ岡、桜並木などの展勝地

公園と一体となった北上市の観光拠点として、大いに活用しても

らいたいものです。 

国の子ども・子育て支援新制度 

のパンフレット表紙 

新たな活用が規定される 

みちのく民俗村 
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 7月14日 後援会通信N0.25発行   8月 8日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会  9月 1日 議運/広聴広報委員会 

 16-18日  総務常任委員会視察   9-10日    あいさり産直市      2日          決算概要説明会 

    20日         あいさり産直市      15日       北上ﾕﾈｽｺ平和の鐘      4日 9月議会:初日 

  22日         議会運営委員会      18日 議会運営委員会      〃 黒北高90周年記念誌編集 

    23日        川岸商店会7月研修会      20日 臨時議会/北新ﾈｯﾄ例会   9-10日             9月議会:一般質問 

    25日 臨時議会/全協/議会改革     〃         広聴広報特別委員会  11-12日               常任委員会/決算分科会 

  27日 東北ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上      21日         全協/委員会視察報告会  16-17日 決算分科会 

    28日 議員ｾﾐﾅｰ[東京]      22日 332B地区2R2Z内LC合同例会  19-23日 ｱｼﾞｱﾏｽﾀｰｽﾞ陸上 

    29日 金ケ崎町議会交流研修会    24日 ILC講演会     22日 決算特別委員会 

    30日     総務常任委員会協議会      25日 市政相談会     24日 議会運営委員会 

    〃         市政相談会      26日 教育民生常任委員会傍聴    26日 9月議会:最終日 

 8月 4日    ﾗｲｵﾝｽﾞITｾﾐﾅｰ[盛岡]      29日 議会改革推進会議 10月 1日 議会改革/北新ﾈｯﾄ例会 

     6日    北新ﾈｯﾄ例会      31日 遠野ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝﾏﾗｿﾝ     6日 議員ｾﾐﾅｰ[仙台] 

    31日 北上地区ﾀｸｼｰ組合研修会      27日 北上地区広域行政組合議会     30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(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］ 


