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 平成27年度北上市一般会計の当初予算は363億4,900万円。

前年度当初予算より約18億9,500万円増(5.5%増)となってお

り、その特徴をいくつか解説します。 

 まず歳入総額としては5.5%増えているものの、国・県から

の支出金と基金からの繰入金が増えて。肝心の市税は減少し

ています。例えて言うと、親からの仕送りと貯金の取り崩し

でなんとか生活している状況です。 

 市税が減った理由は、個人市民税が1億円余と固定資産税

が8千万弱減った事によります。これは、団塊の世代の退職

が一段落し、納税者はあまり減っていませんが、比較的高い

所得者が減って、非正規雇用などの低所得者が増えた為で所

得層が全体的に下がっているからだと思われます。同様に退

職に伴う所得税も減っています。ただ、相次ぐ企業進出によ

り、法人市民税は14.7%→12.1%に引き下げられたにも関わら

ず、やや増えています。しかし、固定資産税の評価替えによ

り、固定資産税も減少していますので、市税全体としては1

億5千万円弱減少する見込みです。 

 また、市の貯金の一つである市債管理基金からの繰入金

は、平成27年度に取り崩すと年度末には使途に制限が無いも

のは19億円位まで減ってしまいます。これは、中期財政見通

しでも、平成29～30年頃には底をつく見通しです。しかし、

起債償還、いわゆる借金の返済が、さくらホールなどの大口

が平成30年頃には終わるので、これらの事から平成31年頃か

らは市の財政状況もやや好転してくるものと予想されます。 

 歳出としては、国体に向けた任期付き職員の増加や選挙に

伴う時間外手当の増加などによる職員人権費の増や、子ども

子育て支援制度による給付費の増などにより、義務的経費

（固定的にかかる経費）が増えています。併せて下水道会計

などへの繰出金なども高止まりの状態で、自由に使える歳出

が少なく、硬直化した支出状況と言えます。 

 特別会計は、国民健康保険では12億円余の増、後期高齢者

医療では9千万円弱の増。介護保険では3億5千万円余の増

と、高齢化社会の影響が出ています。それらの中で、江釣子

の新庁舎建設予定地に設置した太陽光発電の収益による電気

事業特別会計は、予定の発電量を上回る収益を上げておりま

すが、2月には電線が盗難にあうなど、セキュリティ対策が

不十分でした。（被害については免責100万円は市の負担です

が保険金充当1,200万円により復旧しています。) 

◆巻頭言～平成27年度予算 

後援会総会で挨拶 

 

◇◆市政相談会のお知らせ◆◇ 

 

 市政について三宅やすし議員 

 が個別相談致します。気軽に 

 お越しください。 

 

 ■開催日時： 

  平成27年5月7日(木) 

       13:30～16:00 

 ■開催場所： 

  相去地区交流センター 
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北新ネット代表質問の主な内容 

 ３月定例会では代表質問があったため、三宅やすしは一般質問は行いません

でしたが、会派の中で質問内容などを協議しています。 

第204回定例会・代表質問 

市民病院としても位置づけられる 

北上済生会病院 

◆済生会病院への支援強化を  

質問 医師不足と看護士確保についての一層の支援強化は。 

答弁 病院当局、市、県済生会の三者の連携を強化し、新たな施策 

  も進めて行く。 

◆学校適正配置の状況は 

質問 学校適正配置等基本計画の地域合意形成の進捗と今後は。 
答弁 笠松小、更木小については協議が継続中。口内小、黒岩小、 

  立花小、照岡小については反対から条件付き賛成まで意見が分 

  かれている。国の手引は参考にするが、子ども達の教育環境は 

  いかにあるべきかが基本である。平成27年度中にスケジュール 

  を含め、見直しする。 

◆南部工団の道路環境は 

質問 南部工業団地の交通安全対策は。 

答弁 主要交差点への信号設置を県公安委員会へ要望している。他 

  に街路灯、ガードレール、交通安全啓発看板設置を検討する。 

◆林業振興と課題は 

質問「農業ビジョン」見直しの中で、林業の課題は。 

答弁 後藤野工業団地での新工場の稼動などにより、当市は県内有 

  数の林産加工業の拠点となる。民有林の境界画定、木材供給の 

  システムづくりなど、新しい森林計画の策定が必要である。 

◆新型防災ラジオ導入を 

質問 防災情報伝達手段にﾎﾟｹﾍﾞﾙ波利用の新型防災ラジオ導入は。 

答弁 防災や災害時の情報伝達をより万全に行うため、最大の効果 

  が得られるかを念頭に総合的に検討する。 

◆あじさい都市推進は 

質問 「あじさい都市推進本部」設置の目的は。 

答弁 あじさい都市推進は、国の地方創生政策と共通点が多く、地 

  方創生総合戦略策定を主目的に、各課題ごとにプロジェクト 

  チームを組み、政策づくりを進める。 

◆定住自立圏構想とは 

質問 定住自立圏構想の意義は。 

答弁 奥州市、花巻市、遠野市、金ケ崎町、西和賀町と当市の４市 

  ２町の広域連携である。圏域として生活機能を確保し、人口流 

  出を食い止め、個々の課題ごとに連携のあり方を構築していく 

  もの。平成27年度には合意形成をはかりたい。 

建物内でも良く聞こえる 

ポケベル波利用の新型防災ラジオ 

済生会病院の建替について 

 旧県立北上病院跡地への移転

が新聞に掲載されました。土地

取得だけで20億円とも言われ、

これから県との交渉を行ってい

くようです。 
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３月定例会のトピックス 

 ３月定例議会は、予算審議が中心となりました。今回の予算には付帯意見が

２点あり、その内容を解説します。 
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平成27年度一般会計予算への付帯意見 

①消防団員確保策と手当の見直し 
 消防団員は定員に満たない地区が多く、市全体として団員確保

の為の予算措置をして取り組むべき、という意見です。市では平

成27年度には、消防団員の夏用の活動服を新たに購入配布する他

に、消防車に積載している防火服も新調します。これらの装備の

充実はもちろんの事、火災等の出動手当てが1,500円、警戒手当て

が2,200円といった手当等もあわせ見直すように求めるものです。 

②市民展勝地プールの整備 

 展勝地にある市民プールは建築後43年経過しており、トイレや

シャワーの改修などが課題と認識していながら取り組んでいない

為、早急に対応すべきという意見です。平成27年度には「スポー

ツ推進基本計画」として今後10年間の市のスポーツ施策について

の基本を定める予定で、その中にも展勝地プールは検討するとし

ていますが、当面の課題に対応して欲しいというものです。 

後援会総会 

 2月22日には、相去地区交流センターで、三宅やすし後

援会の総会・市政報告会・懇親会を開催しました。同じ

時刻に、某国会議員2名がそれぞれ市内で集会を開催して

おり、こちらへの参加者が少ないと思われましたが、女

性や比較的若い世代も含み60名程のご参加を頂きまし

た。市政報告には質問も多数出され盛り上がりました。 

 平成28年3月には、北上市議会議員選挙が予定されてい

ますので、次の総会は平成27年11月頃には実施し、年明

け2月頃には、選挙に向けた総決起集会を開催する予定を

確認しました。 

消防演習での分列行進 

インターナショナルスクール事業 

 国の地方創生に関する年度末の補正予算を受けて、北上市でも

幾つかの事業を補正予算として計上しました。（年度末なので実際

の施行は平成27年度）その中で、児童生徒や市民の英語力向上策

として、インターナショナルスクール事業を始めます。 

 これは生涯学習センター内に、大人向と子ども向の２部屋を準

備し、その中では英語でしか会話しないという講座を土日等に開

講する事業だそうです。詳しい内容はこれからですが、民間の英

語教室とのすみ分けなども考慮する必要がありそうです。 
子どもでも身に付けたい英語力 

（イメージ写真） 
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 1月12日 後援会事務局会議   1月30日 総務常任委員会協議会     23日 議運/広聴広報委員会 

    13日  相去1・2区老人ｸﾗﾌﾞ   〃 北新ﾈｯﾄ例会/市政調査会     24日          予算概要説明会 

    14日         北上JC新年交賀会 2月3～4日 議会改革推進会議視察     26日    3月議会:初日/全協/議運 

   15日          後援会通信N0.27発行       6日 ﾃｰﾏ別つなぐ会[総務:区長]     28日 境塚愛護連合会研修会 

〃～16日          北新ﾈｯﾄ研修[東京]       7日 北上ﾕﾈｽｺ理事会・講演会 3月3-5日 3月議会:代表・一般質問 

  18日 後援会幹事会       9日         北新ﾈｯﾄ例会/市政調査会  5～10日 総務委員会/予算分科会 

  19日 市政調査会研修      10日 議運/北上LC会員ｾﾐﾅｰ     13日               予算特別委員会/議運 

 〃     花巻市議会交流研修      11日 相去藩境太鼓の会役員会     17日 議会運営委員会 

   23日    第203回臨時議会      12日 全協/広聴広報特別委員会    19日 3月議会:最終日/全協 

   〃 議会全員協議会      13日 北上地区広域行政組合議会     20日 川岸商店会総会 

   〃         相去鬼柳健全育成会交流会      14日 相去藩境太鼓の会総会  24-26日 北新ﾈｯﾄ視察 

    29日    相去境塚愛護会役員会      18日 議運/議会改革推進会議 4月 7日 広聴広報特別委員会 

   〃      川岸商店会1月研修会      22日 後援会総会    11日 北上ﾕﾈｽｺ協会総会 

 26-28日    議会運営委員会視察      16日 北新ﾈｯﾄ研修[東京]     27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 
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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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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］ 


