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◆令和2年の春・・・４期目の挑戦 

  教育民生常任委員長として 

発議案への質疑に答弁する 

三宅やすし 

 明けましておめでとうございます。令和２年の新春を爽や

かで穏やかな気持ちでお迎えのことと存じます。 

 皆様には、これまでの12年間、三宅やすし君の市議会議員

としての活動等に絶大なご支援を頂いてまいりました。深く

感謝申し上げます。 

 現在、相去地区では唯一の市議会議員 三宅やすし君は、

この度、４期目に向けて立候補することを決意してくれまし

た。その意を受けて、令和２年３月22日告示、３月29日投票

日の市議会議員選挙に向けて、後援会としても準備をはじめ

ている所であります。 

 いま、国政では隠蔽、虚偽、嘘など不誠実な対応が目立っ

ています。このようなことが国全体に蔓延することを恐れま

す。正直で誠実な政治・行政を望むものです。 

 一方、北上市政に目を転じますと、大工場の建設やその波

及効果もあり、上げ潮と言われている中、昨年４月の北上市

長選挙は無競争となりました。基本的には高橋敏彦市政を支

えつつも、市議会はチェック機能を果たさなければなりませ

ん。この度の市議選は、市長選が無競争だったからこそ、市

政を論じる大事な機会であります。 

 そこで、北上市における課題をいくつか挙げてみたいと思

います。まず、市民生活に関わる道路・公共交通。そして、

少子高齢化に伴う教育・福祉。特に小中学校の統廃合等によ

る新校舎建設や、令和４年に予定されている本格的なコミュ

ニティ・スクール導入。一昨年、相去地区内では保護責任者

遺棄致死事件もあり、子どもの権利条例制定等の児童虐待防

止の強化。全国的にも課題となっている、不登校やひきこも

り支援。ドローン農薬散布、自動運転トラクターなどのス

マート農業支援。そして、台風や大規模災害に対する防災。

他にも沢山ありますが、これらへの対応策や、その財源は大

丈夫なのか、企業誘致による税収はどうなるのか、様々な視

点で問題提起・提言をしていく議員が求められます。 

 三宅議員の３期12年の活動・活躍の優れた評価は衆目の一

致するところですが、今後さらなる存在感をもって活動する

ためにも、４期目の得票数が大事になってきます。皆様に

は、一層のご支援、ご協力をお願いいたします。 

後援会長 佐藤 郁夫 
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 三宅やすしが委員長を務める教育民生常任委員会へ付託となった、「私学教育

を充実・発展させるための請願」について審査の経過と結果を紹介します。 

第246回12月通常会議 

◆家庭について・・・「高校無償化法」が、平成 22 年４月１日か

ら実施され、公立高校の授業料は不徴収となりました。私立高校生

等に対しては、「高等学校等就学支援金制度」（以下「就学支援金」

という）として授業料に一定額を助成することにより、家庭の教育

費負担が軽減されました。 

 例えば、市内の専大北上高等学校では、PTA会費・部活動費等は

公立高校でも掛かるので除いたとしても、年間授業料等は、40万円

です。これに対して、所得が270万円以下の家庭には26万7,000円、

350万円以下の家庭には23万7,600円、590万円以下の家庭には17万

8,200円、910万円以下の家庭には11万8,800円の就学支援金があり

ますが、公立高校に比べて、保護者の負担はまだ大きいものがあり

ます。その為、岩手県の私立高校平均授業料は全国でも低い方であ

るにも関わらず、平成30年度の滞納率は全国ワーストワンであり、

授業料を３ケ月以上滞納した為、出校停止や学校を除籍となった生

徒もいるのが現状です。 

 しかし、この点については、2020年４月から、所得が590万円以

下の家庭については、ほぼ無償となるように就学支援金制度が改正

されますので、今後は大きく改善されるものと思います。 

◆私立高校について・・・私立高校等では、校舎の耐震診断や耐震

補強、改修工事などは、国や県の補助があるものの、基本的には運

営主体の学校側が負担しなければなりません。 

 これに対し北上市では、市内の私立高校等に、学級数×５万円＋

生徒数×2,500円を補助していますが、生徒数が減少している為、

例えば、平成22年度と令和元年度を比較すると、59万5,000円減少

しています。 

私立高等学校等の実情 

請願の内容と採択状況 

 今回の請願は３項目あり、１項は市に対して高校への補助の増額

を、２項は市に対して保護者への援助金の給付を、３項は、国と県

に対し高校に対する助成の増額を求める意見書の提出を、それぞれ

求める内容でした。 

 ３項については、国と県に対し、意見書を提出する発議案が賛成

多数で可決され、「採択された」ものとみなされました。 

 １項についても、賛成多数で「採択」されました。 

 ２項については、来春からの就学支援金の引き上げにより私立高

校等の授業料が所得590万円以下の家庭においては、ほぼ無償化と

なる見通しである事から、賛成少数で「不採択」となりました。 

  

2020年4月から 

所得が590万円以下の家庭では 

公立高校と同様に 

私立高校もほぼ無償化となります 



 一般会計補正予算の(*)債務負担行為の一つに「特定区域産業活

性化奨励事業費補助金」として、令和元年度から令和11年度まで

の10年間で25億円が計上され、可決されました。 

 これは、フラッシュメモリ工場として昨年10月に竣工した、キ

オクシア岩手(株)[旧・東芝メモリ]の第１製造棟（通称「K-1」）

に対する補助金の予定額を定めたものです。この補助金支出の根

拠として、令和２年度から７年間で税収が40億5,000万円増加する

という中期財政見通しの試算もありますし、市内への経済波及効

果も約301億円と算出されている事が挙げられました。 

 しかし現在は特にメモリ不況の状況です。令和

元年12月３日に発表された世界半導体需要予測に

よると、2019年は前年比▲33％であり、2020年に

は、前年比4.1％伸びるとされていますが、急激

な回復は期待できません。その為、K-1も内装を

まだ全て仕上げておらず、製造装置も計画の1/8

程度しか設置していないようです。今春に本格稼

働と報道されており、今後フル稼働に向けて設備

を追加設置して立ち上げていくと思われますが、

当初計画よりは大幅な後ろ倒しとなりそうです。

その為、中期財政見通しは大幅な修正再試算が必要となります。 

 今回は、(*)債務負担行為ですので、実際の支出にはその年度毎

に予算計上する必要がある為、とりあえず可決した形です。 
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議会のトピックス 

 12月議会で、特に話題となったのは、令和２年度から10年間の次期総合計

画基本構想と、誘致企業に対する補助金10年間で25億円についてです。 

２０２０年１月１５日発行 第４７号 北上市議会議員 三宅やすし後援会通信

次期総合計画基本構想について 

 総合計画は当市の場合、10年毎に定め、市の将来像を描き、諸

施策の基になる計画です。今議会には、その前段階である「基本

構想」が上程され、賛成多数で可決されました。 

 市議会では、議長を除く全議員で構成する「総合計画調査検討

特別委員会」を設置し、その内容について議論してきました。そ

の特別委員会からも意見を出して、今回の基本構想がまとまった

訳ですが、上程されてから気が付いた点は、「民俗芸能」「郷土芸

能」に関する文言が全く含まれていなかった事です。その為、他

の部分でも分かりにくい表現がある事も含めて、特別委員会の中

で修正動議を提案しましたが、賛成少数で否決されました。 

 当市は民俗芸能の宝庫と呼ばれながら、後継者不足などで活動

を休止したり、廃止となった団体も少なくありません。その様な

状況下で、基本構想に「民俗芸能」を含められなかった事が残念

でなりません。 

  

  

令和元年10月に竣工した 

キオクシア岩手(株)第１製造棟 

 市の代表的な民族芸能 

鬼剣舞 

(イメージ写真) 

キオクシア岩手(株)に対する25億円の債務負担行為 

(*)債務負担行為は、支出が見込ま  

れる債務の負担を設定する行為で

あり、その時点で確定するもので

はありません。したがって、実際

に支出が必要となった場合は、あ

らためて歳出予算に計上（現年度

化）しなければなりません。 



電話:0197(67)1819  FAX:0197(67)4227 

Email  miyake12@gmail.com 

北上市議会議員 三宅やすし後援会 

〒024-0051 岩手県北上市相去町相去２８ 
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10月21日          後援会通信No46発行 11月17日 相去自治協20周年祝賀会 13日          総合計画調査検討特別委員会 

  23日          総合計画調査検討特別委員会  18日 議会改革推進会議 16日 交通安全のつどい 

  〃          議会運営委員会    〃    農業団体交流研修会     〃  川岸商店会研修会 

27日          第40回北上三曲演奏会  20日 議会運営委員会   １７日  議会運営委員会 

29日            会派視察[高知県須崎市］   21日  第245回11月臨時会議 19日        12月通常会議(最終日) 

30-31日                      市議会議長会ﾌｫｰﾗﾑ[高知市]   〃 議会全員協議会     〃 議会運営委員会 

11月 2日              黒北小40周年記念式典   〃     教育民生常任委員会 23日 議会改革推進会議 

  〃 黒工80周年記念式典 12月 2日  議会運営委員会 27-30日   ﾀｸｼｰ乗務(深夜) 

  5日 教育民生常任委員会   5日 第246回12月通常会議(初日) 1月 1日 白山神社元旦祭 

7-10日 ﾗｲｵﾝｽﾞ東洋東南ｱｼﾞｱﾌｫｰﾗﾑ     〃     総合計画調査検討特別委員会 5日      消防出初式 

11日  議会運営委員会     〃 議会全員協議会     6日 市政功労者表彰・新年交賀会 

  〃 県市議会議長会研修[盛岡] １0-12日 12月通常会議（一般質問)   12日 北上市福祉成人式 

   13日   北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 12-13日 教育民生常任委員会     〃 北上市成人式 

  〃    一部事務組合議会報告会     9日      ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ勉強会 10日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 

三宅やすしの主な活動 
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●皆様のご意見をお待ちしております。下記あてにＦＡＸ、メール等でお寄せください。(電話は留守電となっています） 

  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3台・介護タクシー 

   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。 

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］ 


