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 新年あけましておめでとうございます。希望に満ちた良い

年をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年もよろしくお

願い致します。 

 私の今年の心境は「初心忘れべからず」です。三宅やすし

議員も７年目、来年は改選の年です。本人に３期目を目指す

かどうか質していませんが、後援会長としては３期目に挑ん

で欲しいと思っていますし、皆様も同様だと思います。その

為に今年は、初めて立候補したときのような『初心に返る』

気持ちにならなければなりません。後援会組織を再点検し

て、来るべき選挙に備えたいと思っております。 

 国政のことですが、先年の１２月、唐突の衆議院議員選挙

はまさに「一寸先は闇」を地でいくようなものでした。国の

借金が１,０００兆円を超える中、選挙費用の約７００億円

は、国費の無駄遣いではないか、とも言われました。北上市

も厳しい財政下、予算執行は慎重に執行されなけばなりませ

ん。その意味でも、市政のチェック機能でもある市議会議員

の役割はきわめて重要になります。 

 昨今、人口減少による消滅自治体の事が話題となっていま

すが、北上市では南部工業団地を始めとした好調な企業誘致

により、大幅な人手不足となっているそうです。その為、他

地域からも多くの人達が入ってくると思いますが、それでも

不足する場合は、外国人労働者を雇用すると見込まれます。

地域社会での受け入れ体制が大きな課題となると思います

が、どんな場合でも明と暗があり

ますので、友好的でありたいもの

です。 

 今年も様々な問題が起こると思

いますが、三宅議員を先頭に地域

住民の力を合わせて対処していき

ましょう。 

◆年頭にあたって 

12月議会での一般質問 

後援会長 佐藤 郁夫 

フルマラソン 

2度目も完走 
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労働力不足への対応策について 

 三宅やすしは １２月定例会で、来年操業開始予定の食品工場での外国人労働

者の受け入れ態勢を含めた労働力不足対策やスマートフォンを中心とした児童

生徒に対する情報モラル教育などについて一般質問を行いました。 

第２０２回定例会・一般質問 

群馬県太田市の外国人相談窓口 

(太田市は人口22万人のうち 

8千人が外国人) 

①ジョブカフェさくら継続と高齢者再雇用策や人材バンクは。 

②事業所内保育所の設置奨励策は。 

③ひきこもり対策と生活保護対策との連携は。 

④外国人労働者の受け入れについての基本方針は。 

質 
 

 

問 

答 
 

 

弁 

①ジョブカフェさくらは市の単独事業として来年度以降も継続 

 し、若年層だけではなく中高年も対象としていきたい。人材 

 バンクについては研究していきたい。 

②誘致企業を対象に、事業所内保育所への助成金制度などの説 

 明を実施しているが、採算面などで実施に至らないケースも 

 あった。 

③県のひきこもり支援センターと連携して対応している。生活 

 保護受給者へは、経済的自立の促進の為、職業安定所と協定 

 を結んで就労支援などを実施している。 

④新しい会社では現在600人の募集を実施している。不足分は 

 ブラジル、ペルー、インドネシア、フィリピンなどの日系人 

 を最大300人雇用するかもしれないと聞いている。定住者ビザ 

 は就労先と期間に制限が無い為、長期定住が予想される。日 

 本語教室の開催や、地域の協力も得て、一般の転入者と同様 

 の受け入れとしたい。 

情報モラル教育とスマホ規制について 

質 
 

 

問 
①全小中学校で情報モラル教育に取り組んでいるが、最新情報 

 を伝えられているか。例えば、無料WiFiアクセスポイントを  

 偽装したスマホ乗っ取りが問題となっており修学旅行時の被 

 害も懸念されるが対策は。 

②夜９時以降はスマホや携帯を使わない、保護者に預けるとい 

 う愛知県刈谷市のスマホ規制を検討しないか。 

答 
 

 

弁 

①最新情報は警察などからも得ているが、スマホ乗っ取りにつ 

 いては、まだ情報を得ていなかったので、今後対応したい。 

②スマートフォンや携帯電話等の利用については、特に家庭内 

 の問題であり、原則として買い与えた保護者の責任と考え 

 る。しかし、利用者である児童生徒自らも考えることが大事  

 であり、各中学校の生徒会役員が集まる「中学生サミット」 

 でもスマホ規制について話題とし、各学校でも話し合う機会 

 を作り、自ら考えさせたい。その上で、規制が必要だとの声 

 があれば検討する。 

スマホ利用者は学力が低い 

とする事例のグラフ 

（特に4時間以上で低下している） 

スマホ乗っ取り=無料のWiFiアクセ 

 スポイントを偽装し、アクセスし 

 たきたスマートフォンに「遠隔操 

 作アプリ」をインストールし、所 

 有者に全く気が付かれず、全ての 

 操作を行えるようにするハッキン 

 グ手法。電話帳や通話履歴の抜き 

 取りや、盗聴盗撮までできる。 
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１２月定例会のトピックス 

 １２月定例議会は、全ての議案が全会一致で可決されました。これは大変珍

しい事です。 
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空き家対策について 

 全国的に人口減少と都市部への人口集中などにより、特に地方

では「空き家」が増加しています。所有者も不明で、管理もされ

ておらず、倒壊の恐れのある建物なども少なくないようです。  

 平成２６年１１月１９日の臨時国会において「空き家等対策の

推進に関する特別措置法」が可決されました。北上市でも、空き

家対策については、数年前から一般質問などでも話題となってお

り、今年度初めて実態調査を実施し、定例会終了後の議会全員協

議会でその結果報告がありました。 

 空き家率は、全国では13.1%、岩手県では13.8%でしたが、北上

市では5.1%とかなり低い割合でした。地区別では、[更木・黒岩・

口内・立花・稲瀬］が最も高く8.2%。次いで[和賀・岩崎・藤根]

の6.6%。[黒北・黒東・黒西]の街中では5.0%。[相去・鬼柳]

4.5%。[飯豊・二子]4.0%、[江釣子]3.1%でした。これらは一般住

宅だけではなく店舗や工場・倉庫なども全て目視調査した結果

で、市内全部で１,７０１棟あり、その内著しい損傷が見られる建

物が、１０１棟もあったようです。 

 法律化により、税情報から所有者を特定できるようになった事

と、来年の５月頃には、危険と思われる特定空き家の判断基準な

どのガイドラインを示す見通しや、税制の優遇措置なども検討さ

れており、当市としても「(仮称)空き家等対策協議会」を設置し

て具体的な対策に取り組みたい考えのようです。 

 朽ち果てて危険な空き家の解体勧告や立ち入り調査ができるよ

うになるほか、まだ使える空き家の活用の為「空き家バンク」な

ども検討したいとの説明でした。 

橋の長寿命化対策について 

 北上市内には５ｍ以上の橋が７００箇所以上もあり、全ての橋

の老朽化検査を実施し、長寿命化計画を立て、順次補修等を実施

しています。現在工事中の九年橋の改修もその一つですが、鉄骨

の腐食が想定以上に進んでいた事や、工程によっては人手不足に

より予定工期で終了できず、平成２７年３月末で本体の改修が終

わる予定だったものが約３ケ月伸びて６月末になると、一般会計

補正予算で示されました。この工事費については、総額約１６億

３千万円かかり、その内、歩道橋だけで約７億４千万円となりま

す。 

 また、その他の橋の改修計画は年度毎の予算案で示されます

が、北上中学校近くの「牡丹橋」については、平成２８年度に実

施設計される見通しです。 

崩れそうな空き家 

(他市の事例) 

空き家等対策の推進に関する特別措

置法=市町村の権限強化が柱。放置す 

 れば倒壊の恐れのある空き家や衛生 

 上、著しく有害となる空き家などを 

 「特定空家等」と位置付け、市町村 

 はそれらの所有者に対して、撤去や 

 修繕を命令できるようになる。ま 

 た、危険な状態の空き家の所有者を 

 迅速に特定できるよう、固定資産税 

 の課税情報の利用が許可された。空 

 き家への立入調査もできる。 
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10月 8日 広聴広報特別委員会  11月 4日 議会改革推進会議/議運 12月 1日 議運/広聴広報委員会 

    11日  安心安全まちづくり大会   〃 農業団体交流研修会      4日          12月議会:初日 

    12日         北上マラソン       7日       北上ﾕﾈｽｺ理事会   9-11日    12月議会:一般質問 

   14日          北新ﾈｯﾄ例会       9日 あいさり産直市     12日 総務常任委員会 

    15日           議会運営委員会      11日 広聴広報特別委員会   〃 北上ﾕﾈｽｺ理事会 

    〃  後援会通信N0.26発行     〃         県市議会議長会研修[盛岡]     16日               議会運営委員会 

  17日 臨時議会/広聴広報委員会      13日         市政調査会研修会     18日 12月議会:最終日 

    〃 北上地区広域行政組合議会      17日 北新ﾈｯﾄ例会/体協研修会    19日 総務常任委員会協議会 

    19日 北上LC CN50周年記念式典    18日 川岸商店会11月研修会     22日 広聴広報特別委員会 

 23-24日     柴田町議会交流研修[宮城]      20日 議運/全協/改革推進会議  1月 5日 市政功労者表彰 

    〃         市政相談会      21日 総務常任委員会協議会     7日 広聴広報特別委員会 

 27-28日    広聴広報委員会視察      25日 臨時議会/西和賀町議会交流   10日 出初式 

 30-31日    南部再生協視察[秋田]      27日 黒北90周年記念誌編集会    11日 成人式 

    26日 相去ふるさとまつり/産直市      22日 おかあさんの詩ｺﾝｸｰﾙ授賞式      9日 黒北90周年記念誌校正 

〒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・介護タクシーも 

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］ 


