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 地方議会は、予算決定・決算承認や請願・陳情を処理し、

法令の範囲内で条例を制定・改訂・廃止、執行機関の行政事

務監査及び調査・同意・承認・報告、関係公務員の出席を要

求することができるなど、住民を代表する機能、自治立法の

機能、行政監視の機能と大きく３つの役割を果たします。こ

の中で、夕張市の破たんにより注目されたのが、監視機能で

した。しかし、最近では次のような理由で、議会からの政策

提言機能が重視されてきています。 

 平成12年の地方分権一括法により、それまで地方自治体の

仕事の７～８割を占めていた「機関委任事務」が廃止されま

した。これにより、いわゆる国の下請け的な仕事が多かった

ものが、地方自治体が自主的に自治事務ができるようになり

ました。しかし、同時に地方自治体独自の政策も求められる

ようになってきました。これらに対し、議会側では監視すべ

き範囲が広がった事に加えて、住民の意見を踏まえた「政策

形成サイクル」などの仕組みを整備した上で、議会からの政

策提言を実施している地方議会も増えてきました。 

 政策提言は、議員個人・会派などでは、一般質問、代表質

問という場や、要望書などの形で実施してきており、今後も

その方法は継続されます。しかしながら、議会全体の総意と

しての政策提言は、北上市議会においては、実施された事が

なく、まだその仕組みづくりの段階です。 

 私が委員長を務める総務常任委員会では、昨年来『災害情

報の伝達手段』として、ポケベル波を利用した方法を「議会

としての提言書」にまとめている最中です。これは、ポケッ

トベルで使用されていた、280MHzの周波数を使った新型防災

ラジオを導入してはどうかという内容です。専用受信機が必

要ですが、自動電源オン機能、自動録音機能、文字表示装置

付ラジオ、建物内にも電波が届きやすいなどの特徴があり、

防災情報の『聞き逃しが無い』事が最大のメリットです。ま

だ、委員会内部で勉強会を開催し、最終案を作成している段

階ですが、正副議長への報告と議会全員協議会での意見集約

を経て、全員が賛成した場合には、議長から市長への提言と

いう形で実施できればと考えています。 

 北上市議会として、おそらく初めてとなる「議会からの政

策提言」をなんとか９月の定例会前には実現できるように頑

張っていきたいと思います。 

◆巻頭言～政策提言 

総務常任委員長報告 

［全員が国体ポロシャツ 

を着て国体のＰＲ］ 

 

常任委員長答弁席で委員長報告 

に対する質疑を聞いている様子 
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北新ネット代表質問の主な内容 

 ６月定例会では、新市長の方針に対する代表質問のため、三宅やすしは一般

質問は行いませんでしたが、関連質問を行いました。 

第206回定例会・代表質問 

代表質問への 

関連質問の様子 

◆あじさい咲き誇るまちづくりとは  

【質問】「あじさい都市推進本部」の具体的な目標は。 

【答弁】この推進本部は、公共交通の確保や、地域産業の振興、人 

   口減少対策などに関わる戦略づくりを、マネジメントする場 

   である。平成27年11月には、総合戦略の素案をまとめ、平成 

   28年３月に、総合計画後期基本計画及び実施計画の見直しに 

   反映させることが目標である。 

【質問】総合計画の後期地域計画の推進方策は。 

【答弁】市全体の事業は、各16地区で決めた優先順位に配慮し、後 

   期の実施計画に反映させる。地域全体の事業は、繰り越しで 

   きるようにするど、活用しやすくした地域づくり総合交付金 

   などで支援していく。 

◆安心・安全な地域社会の構築は  

【質問】①地域情報システムの考え方は。 

    ②コミュニティＦＭの調査とは、以前の調査とどのように 

    異なるのか。 

【答弁】①市内の生活情報や行政情報などを発信するほか、災害等 

    の緊急時にも情報を伝達する手段として整備する。 

    ②県内外のコミュニティＦＭの成功例・失敗例の調査・分 

    析をし、今まで進めてきた計画・体制など検証するもの。 

【質問】地域の自主防災活動の活性化策は。 

【答弁】各種訓練や研修、環境整備などの強化をはかっていく。消 

   防団員の補助操作活動をする団体等の設立は、消防団ＯＢの 

   意見を伺いながら検討する。 

◆地域産業の振興策は 

【質問】農作業道路の交通安全対策に標識を整備しないか。 

【答弁】「農作業車優先」のような標識の設置は、公安委員会が設 

   置する警戒標識や規制標識と混同される恐れがあり、市が設 

   置することは難しい。まず、広報などで注意喚起したい。 

【質問】新たな農業支援センター設置についての考え方は。 

【答弁】(仮称)北上市農業支援センターの運営は、栽培技術支援な 

   ど、市で支援できない業務もあるので、外部委託を考えてい 

   る。農業者が利用しやすいセンターとしたい。 

【質問】６次産業支援の進捗状況と課題は。 

【答弁】６次産業支援補助金は、平成25年度に３件、平成26年度に 

   ２件の利用。商品によっては製造時期が限られ、通年販売に 

   つながらない。販売量が少なく、通年雇用の創出までには至 

   らない、などの課題がある。 

自主防災組織と消防署で 

実施した防災訓練 
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６月定例会のトピックス 

 ２期目を迎えた高橋市長の最初の補正予算に対し、地域情報システム整備事

業を皆減する修正案が出され、１３対１２で修正案が可決されました。 
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地域情報システム整備事業 

 これは、平成26年3月にも議会で修正案を出して否定した、コ

ミュニティＦＭ局の整備に関わる事業です。今回は、改めて他局

の経営状況などを、専門家の観点から調査しようとする調査委託

費が計上されました。外部評価委委員会からも議会同様に『特定

の事業者ありきで検討している』、『コミュニティＦＭありきでは

なく幅広い手段の検討が必要』と指摘されたにも拘わらず、今回

の調査費がコミュニティＦＭ局ありきで進めようとしていたもの

です。外部評価でも『市民の代表である議会のコンセンサスを得

られなかった事を重く受け止めるべき』とまで指摘されていなが

ら、事前説明が ほとんどありませんでした。 

 本会議では「他の手段も調査する」、「調査結果を元に市民会議

などを開催する」という答弁をしていましたが、当初から“あり

き”で進めていた感は拭えず、事業費を皆減する修正案が可決さ

れました。そこで、１頁にも書いたように、議会では代替案を提

言として、まとめている最中です。 

九年橋開通 

 平成25年７月から工事していた「九年橋」の車道部分がようや

く完成し、平成27年７月１日から供用を開始しました。今まで不

便だった箇所がやっと解消されました。工事が遅れた主な理由

は、設計時の想定より腐食等の痛みが激しかった事と、途中工程

における人手不足です。設計費や現在工事中の歩道橋なども含め

た費用は、途中での増額分も含めて、約16億３千万円弱であり、

その55%は 国からの交付金です。新たに架け替えた場合には40億

円程度かかると言われていましたので、少し安く済んだ訳です。 

 尚、歩道橋の開通は平成28年4月1日の予定です。 

コミュニティFMのスタジオ 

(他局の事例） 

南小学校大規模改修 

 南小学校は、本年40周年を迎えます。建物の傷みが激しく、今

回の補正予算で、ようやく大規模改修の実施設計費が計上され可

決されました。 

 大規模改修費は、1/3が国の補助金で賄えるものの、単年度の事

業費の上限が2億円以内という事なので、南小も2億円×3年間=6億

円という上限枠の中での実施設計となりそうです。  

 従って、今年度中に設計し、平成28年度から30年度にかけての

工事となりそうです。その為、来年の国体時には、足場を組んだ

状態かもしれません。 

外壁の痛みも激しい南小 

開通直前の九年橋 

左脇が歩道橋の橋脚 
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 4月12日 市婦人団体協議会総会   5月 8日 北上ユネスコ理事会  6月 1日 川岸商店会研修会 

    14日  都山流尺八晃雄会総会    11日 北上商工会議所観光業部会      6日          南小ＰＴＡ交流会 

    15日         後援会通信N0.28発行      13日 議会全員協議会      7日    相去町民運動会 

   18日          宮城県柴田さくらマラソン      14日 議会運営委員会      8日 議運/広聴広報委員会 

   22日          北新ネット例会      17日         相去町内バレーボール大会     11日 6月議会/市政調査会 

  23日 北上ライオンズクラブ例会      19日 第205回臨時議会  18-19日               6月議会:代表・一般質問 

  24日 相去交通安全協議会総会    〃 北新ネット例会     22日 一般質問/総務委員会 

    26日    花巻マラソン      21日 相去境塚愛護会事務局会議    23日 南小教育振興会総会 

   28日    議会運営委員会/市政調査会      23日 詩歌文学館賞贈与式     24日 議会運営委員会 

   〃 広聴広報委員会/ｽﾎﾟｰﾂ議連      25日 総務常任委員会協議会     26日 6月議会:最終日 

    29日            消防演習      27日 議会全協/改革推進会議 7月 1日    広聴広報特別委員会 

   〃         総務常任委員会協議会      29日 PPPｾﾐﾅｰ/北上ﾀｸｼｰ組合総会  4～7日 市民と議会をつなぐ会 

 5月 7日   市政相談会      31日 錦秋湖マラソン    11日 北上ユネスコ講演会 

    30日    戦没者追悼式      28日 北上ﾗｲｵﾝｽﾞ会員ｾﾐﾅｰ・例会    〃  北上広域行政組合議会 

〒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 

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］ 


