
１ 

目  次 

1 

目  次 

２０１９年７月１５日発行 第４５号 北上市議会議員 三宅やすし後援会通信

巻頭言…………………………1 

第242回6月通常会議…………2 

議会のトピックス……………3 

主な活動………………………4 

市政報告・ 

  出前講座のお知らせ……4 

◆巻頭言～共同住宅への補助金 

一般質問する三宅やすし 
（友好都市 石垣市の 

八重山みんさー織シャツを着用） 

 一般会計補正予算（第３号）に「就労支援共同住宅建設等

促進事業」費として約１億１千万円が計上されました。この

事業は、アパート建設などに最大１千万円、賃貸への転用リ

フォームに最大１００万円を補助し、市内の賃貸住宅不足を

少しでも解消する目的で策定されたものです。 

 しかし、この事業は適切ではないとし、事業費を皆減する

修正案を提出しましたが、12:12の可否同数で議長採決によ

り否決されました。 

 適切ではない、とした理由は大きく３点あります。 

 １点目は、２年後までの賃貸住宅の不足数を約1,600戸と

算出していますが、これは「誤った数値」です。何故なら、

新卒で地元就職する方や、四日市に異動していた方が帰って

きた場合も、全員、賃貸物件に入居するという計算だからで

す。また工事関係者数も加味されていません。４月末時点で 

2,800人滞在していた建設工事関係者が年度内には退去しま

す。代わりに製造設備関係者が約500人滞在してくる予定で

すが、その差2,300人が減少する訳です。ホテル泊や地元作

業員もおり、全員が賃貸物件利用ではありませんが、アパー

トなど、これからは空室がやや増えてくると予想されます。 

 ２点目は、この施策は、人口減少地域などに限った訳では

ないので、更に地域間の人口格差が生まれ『あじさい都市政

策』に反する点、また空き家のリフォームに限定している訳

でもなく、空き家対策にもならない点など、他の政策との整

整合性が全く無い事も適切でない理由です。むしろ将来的に

は、賃貸住宅の空き家が増加する懸念さえもあります。 

 ３点目は、2018年末に「メモリバブルが崩壊」し、現在は

フラシュメモリの需要が落ち込んでいます。6/4発表の世界

半導体需要予測によると、2019年のメモリ出荷は、前年比 

30.9%減とあります。2020年には、オリンピックと大統領選

挙があるので、やや需要は回復すると思われますが、米中貿

易摩擦の影響など、先行きがかなり見通せない状況です。そ

の為、北上の新工場の立ち上げも、当初計画より緩やかにな

るようです。それに伴い必要な人員も少なくなるからです。 

 市は、大量に売れ残っている藤根地区の柏野住宅団地、市

有地の活用、地元就職者の確保策など、今まで対応策を検討

してきませんでした。今更、間違った数字を元に安易な事業

を計画した、と指摘しましたが、議員の過半数を超えるまで

には賛同が得られませんでした。 

三宅やすし 
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 今回の議会で、三宅やすしは次の一般質問を行いました。質問内容と答弁を

紹介します。 

第242回6月通常会議 

小学５・６年生は、来年度から 英語授業が７０時間となり、 

 内容のレベルも上がるが対応は。 

今年度から５時間授業の日を６時間にしたり、朝の時間を減ら  

 したり、給食時間を遅くするなどして、７０時間を確保した。 

 ＡＬＴを来年度から、各中学校区に１名配置して対応したい。 

プログラミング教育への対応と指導者育成は。 

昨年度、プログラミング教育用の学習キットを試験的に導入し 

 た。今年度は２人に１台の割合で導入したい。ただ、県内で先 

 陣を切った為に活用事例が少なく、使い方や効果について比較 

 する自治体がない点が課題。その為、北上市教育研究所の中に 

 教材活用部会を立ち上げ、学習キットの効果的な使用方法など 

 について研究していく。 

その他の取り組みは。 

新学習指導要領では「学校と社会の連携、新しい時代に求めら 

 れる資質を育む」などが挙げられており、今までの地域との連 

 携を検証しつつ、コミュニティスクールの導入を検討していき 

 たい。 

プログラミング学習の様子 

(イメージ写真) 

小学校の新学習指導要領への対応は  
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答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

姉妹都市友好都市交流基金について 

この基金の使途について要綱などは定めないのか。また、基金 

 の適用対象として、民間団体の交流も対象か。 

９月を目途に策定したい。その際、適用対象と割合や上限額な 

 ども定めたい。民間団体の交流活動を想定したもので、現地で 

 の会議費、食料費などについて、その一部を補助したい。 

 但し、交流先の対象としては姉妹都市、友好都市に限る。 

そもそも交流の意義は。 

スポーツや学習活動の交流による青少年育成や、文化、社会、 

 経済、行政、観光面の交流による市民生活において多くのもの 

 が得られると考える。また、国際間の交流により、多文化共生 

 の社会づくりへの寄与などがある。ただ、成果が交流した方々 

 のみに留まらないように、広く市民で共有できる機会や手法も 

 検討したい。 

今後の姉妹都市、友好都市の締結にあたってのガイドラインな

どは考えていないか。 

一般財団法人自治体国際化協会では、①両首長による提携書、 

 ②交流分野が特定のものに限られない、③議会の承認、の３点 

 を挙げており、これを参考としたい。 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

【北上市の姉妹都市友好都市】 

◆姉妹都市：①宮城県柴田町 

     ②アメリカ・コンコード市 

     ③千葉県流山市 

      （Ｒ２．１締結予定） 

◆友好都市：④中国・三門狭市          

     ⑤沖縄県石垣市 

質問 

答弁 

  

【ＡＬＴ】 

Assistant Language Teacherの略

日本人教師を補佐し、生きた英語

を子どもたちに伝える英語を母

語とする外国人を指す。 

【解説】 

 姉妹都市とは「文化交流や親善を

目的とした地方同士の関係」をいい、

国同士の外交関係とは別のものにな

ります。 

 姉妹都市とは呼び名が異なるだ

けの「友好都市」「親善都市」があり

ますが、中身の違いはありません。

（中国では「姉妹」だと上下関係が出

来るので使用しません。） 

 また、提携の範囲や深さ、形態な

どに相違がある場合は、「友好都市」

は「特定の分野での交流、市民主導

の交流に留まり、姉妹都市より希薄

な関係」という事もあります。 
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議会のトピックス 

 教育民生常任委員会（三宅やすし委員長）から、国への意見書を提案し可決

されました。また、議員辞職・議長職の辞職もありました。 
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国民健康保険の子どもへの均等割り廃止の意見書 

 「国民健康保険における被保険者均等割額の子どもに係る額の

免除を求める意見書」を国の関係機関に提出する議案を上程し、

賛成多数で可決されました。 

 北上市の国保税の金額算定は、所得割額、被保険者均等割額、

平等割額で構成されます。この中の「被保険者均等割額」は被保

険者が増える程、増額となります。要は、子どもが増える程、保

険料負担が増す訳で、子育て支援とは逆行するものです。 

 特にも会社勤務などで加入している社会保険料には、この様な

仕組みはないのに、国民健康保険加入者だけが、納税能力に関係

なく一定額を課すような負担を強いられています。単に廃止した

だけでは、その削減した分が他の加入者か自治体に対しての負担

増となるだけなので、せめて子どもに掛かる均等割額だけでも国

が負担すべきである、という内容の意見書です。 

 この意見書の作成は、一般質問で取り上げられた内容を常任委

員会として取り組んだ結果であり、今まで個人の意見である一般

質問は「点」にしかすぎませんでしたが、このように常任委員会

で取り上げる事で「線」として展開できた成果です。この仕組み

は、既に実施されている議会もありますので、それを参考にしな

がら、意見書のみならず、課題解決や政策提言などに活かせるよ

うにルール化できれば、一般質問の価値の向上や、常任委員会の

機能強化につながりますので、議会全体で検討していくべきだと

思います。 

  

全国でも珍しい殺風景で 

寂しい色合いの北上市議会議場 

議員辞職と議長職の辞職に伴う議長選挙 

 議員辞職は、議会の同意が必要であり、１９日の本会議場で八

重樫善勝議員の辞職願が読み上げられ、全会一致で同意されまし

た。同議員は、産業建設常任委員長でもありましたが、委員長は

委員の互選である為、事前に委員会を招集し、委員長職は予め辞

して、別の委員長が選任されていました。 

 そして、最終日には、議長職の辞職願（但し議員辞職はしな

い）も出され、副議長の進行により全会一致で同意されました。 

 直ちに議長選挙が行われ、阿部眞希男副議長が議長に当選しま

した。そして、引き続き副議長選挙も行われ、及川誠議員が、副

議長に当選しました。 

 正副議長選挙は地方自治法により立候補制ではない為、事前に

表明した議員以外のどの議員にも投票できる仕組みです。 

 三宅やすしは、議長選挙において、11対14で敗れました。 

  

(イメージ写真) 

【解説】 

 国民健康保険料（または保険税）

は、所得割額、資産割額、被保険者均

等割額、世帯別平等割額で構成さ

れ、市町村により４方式、３方式、２方

式を選択できますが、被保険者均等

割はどの方式にも含まれます。  

 北上市は、「国保税」として扱い、３

方式により算出しています。 
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4月16日          後援会通信No44発行 5月19日 市政報告会[成沢公民館] 20-21日          ６月通常会議（一般質問) 

   18日          相去地区境塚愛護会役員会  20日 第241回5月臨時会議 24日 教育民生常任委員会 

  23日          市民観桜会[民俗村]    〃    教育民生常任委員会    〃  南小スポーツ文化振興会総会 

24日          相去自治協代議委員会  25日 詩歌文学館賞贈賞式 25日        議会全員協議会 

25日            議運・教育民生常任委員会   27日 川岸商店会総会 26日         議会運営委員会 

26日                      議会改革推進会議 28日 北上地区ﾀｸｼｰ組合総会 28日 6月通常会議(最終日) 

29日              北上市消防演習 30日     全協・教育民生常任委員会 29日   テーマ別つなぐ会[教民] 

30日 北上西和賀地区戦没者追悼式 31日  南小PTA交流会 7月 1日 JPQRｺｰﾄﾞ説明会 

5月10日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 6月10日 議会運営委員会 5日      労働法改正説明会 

  〃 川岸商店会役員会   12日     都タクシー管理職会議 10日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 

１１日  相去境塚愛護会総会 13日 第242回6月通常会議(初日) 11日 教育民生常任委員会・全協 

  〃 教育民生常任委員会 １6日 北上市消防操法競技会   13日 南中14回生還暦祝 

   15日   議会運営委員会 19日 ６月通常会議（代表質問) 14日 ｼﾆｱｽﾎﾞｰﾂ大会慰労会 

１３日   議会改革推進会議 １4日       更生保護協力事業主会総会     〃 北上ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ例会 

電話:0197(67)1819  FAX:0197(67)4227 

Email  miyake12@gmail.com 

URL     http://miyake.on.coocan.jp/ 

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 
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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］ 


