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◆巻頭言～議員報酬と定数について 

代表質問する三宅やすし 

 前号(No43)では、議会内に議員報酬等特別委員会を設置し

て、報酬と定数について議論してきた経緯を掲載しました。 

 その後、市長からの諮問により「特別職報酬等審議会」が

２回に渡り開催され、報酬については概ね承諾されました。

しかしながら、議員定数削減という趣旨の「議会費の削減に

努めること」という意見も付されました。 

 これを受けて、議会の各派代表者会議で何度か対応を検討

したようですが、議会内で“定数は現状維持”という結論を

一旦出したものを、再度議論する必要は無いという意見が多

数を占めたようです。しかし、私の所属する会派「北上まほ

ろばクラブ」としては、審議会の付帯意見に対して議会が更

に議論しない訳にはいかない、という観点から、定数削減の

条例改正案を議員発議で上程しました。発議への質疑や、討

論で出された主な論点は次の通りです。 

 ①議員報酬を上げる議案が可決され、年間2,700万円の歳 

  出増となる。審議会からも議会費削減の意見が付され、 

  定数２名の削減が必要。 

 →これに対して、他の経費の削減でも良い、議会で一旦結 

  論を出したものなので、今後、市民と協議を重ねていく 

  べき、など意見がありましたが、報酬を上げた議会で議 

  論すべきですし、議会費の約７割が議員報酬なので、他  

  の経費を削減しても効果が薄いと思います。 

 ②成り手不足の状況において、誰でも議員になれるようで 

  は、議員の質の低下が懸念され、逆に議会としての機能 

  が果たせなくなる。 

 →これに対して、少数意見を取りあげたり、多様性を維持 

  するには削減するべきではない、という意見もありまし 

  たが、削減した他市議会の事例でも、少数意見が反映さ 

  れなくなった等の不都合は生じていないとの事です。 

 他にも様々な論点がありましたが、次にあげる犬山市議会

議長の意見が、最も的を得ていると思います。 

三宅やすし 

「議員定数を減らすことで、当選ラインが上がる。当選ラインが低いと、候補者はどこの町内とか何の

業界といった狭い範囲の中で支持を集めれば当選し、その枠の中の利益を守れば政治生命を維持でき

る。市民の側も、定数が多いと議員に対して自分たちの町内や業界のことしか期待しないようになり、

こうして選ばれた議員は、市全体のことを考えて仕事をしている議員の努力をつぶしてしまう。議員が

地元の目の前の問題を扱うのは当然だが、それしか行わないのなら、市全体から見て損失になる。」 

           …愛知県犬山市議会 アンソニー・ビアンキ議長 著「前例より前進」より抜粋 
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 今回の議会で、三宅やすしは次の代表質問を行いました。代表質問は、会派

を代表して、市長・教育長の市政方針について質問するものです。 

第240回2月通常会議 

東芝メモリ進出による渋滞対策として産業道路の３車線化は。 

この道路の設計値は12,000台/日で、交通量予測では、

12,540台/日と算出された。歩道整備後に県道化の予定だっ

たが、保留となったこともあり、検討してみたい。 

東芝メモリに係る税収など見込んだ財政の見通しは。 

東芝メモリへの固定資産税は、東日本大震災復興特別区域

法の適用により５年間は課税免除となるが、その75%が特別交

付税措置される。市民税としては、約1億円の増加を見込んで

いる。しかし、中央学校給食センターと健康管理センターの移

転、小学校の統合など大きな歳出も予定されており、収支が改善

されるのは2024年度以降と見込んでいる。 

人口減少７地区へ、増えているアパート建設などの誘導策は。

また、この７地区対象の定住化促進補助金の継続は。 

現在、誘導策はないが、次期総合計画の中の土地利用計画をま

とめる際に、地域の活性化につながるように検討したい。補助金

は当初から５ケ年に限ったもので、2019年度に検証を行い、人口

減少対策の今後のあり方を検討していくので、その間、県からの

補助金などの活用も検討して頂き、申請の相談にも応じる。 

建設中の東芝メモリ新工場 

(2019.3.27 北側より撮影) 

 

市政方針について  

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

教育行政方針について 

待機児童の解消策は。 

2018年10月１日時点の待機児童は114名で、全て０～２歳児。

小規模保育所の創設を支援し対応したい。 

公立幼稚園・保育園の整備は。 

横川目地区の幼稚園と保育園を認定子ども園化する方向で進め

ている。黒沢尻幼稚園の移転は、国の交付金活用が困難となり、

財源確保を検討中。 

学童保育所の整備と国の基準についての考え方は。 

江釣子学童保育所は地質調査が必要となり、2019年度に延期し

た。市の基準は、国の基準に基づき条例化しており、今回の国の

参酌化より、児童の安全確保の観点から現行条例を維持したい。 

国指定史５ケ所のうち２ケ所に対しては保存計画等も策定され

ていないが、既に環境整備計画が策定されている八天遺跡に対し

てのみ「保存活用計画」の作成に着手する理由は。 

八天遺跡は、計画策定から25年以上経過し、現状にそぐわない

部分があると文化庁から指導があった為、2019年度から新たに

「保存活用計画」を策定する。国見山廃寺、南部領伊達領境塚の

未策定２ケ所については、指定年度も考慮して検討する。 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

【史跡の保存活用計画】 

 「文化財保護法」が2019年４月１

日から改正施行された。これまで

の“活用”とは、“公開による活用”

という趣旨だったが、今回の改正

により、“地域振興につながる活

用”の視点となり、東京オリンピッ

クを見据えた政府の観光施策の

一環として、文化財の観光活用が

明確化された。  

質問 

答弁 

【国の基準参酌化】 

学童保育の放課後支援員は１教室

２名だが、１名でも良いという参酌

（参考）すべき基準に変更された

事。更に資格要件もなくす事によ

り、支援員の成り手不足や少子化

に対応した改正だが、質の低下や

安全面などが懸念されている。 

  

【人口減少７地区】 

北上市内16地区のうち、口内、稲

瀬、立花、黒岩、更木、和賀、岩崎

の７地区が人口減少が著しい地区

として、重点施策の対象となって

いる。 
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議会のトピックス 

 2月通常会議では、県内初の条例となる「男女共同参画と多様性社会を推進

する条例」が可決されました。また、議会からの政策提言も行いました。 
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男女共同参画と多様性社会を推進する条例 

 この条例は、性別、年齢、国籍等、それぞれの違いや共通点を

認め合い、誰もが対等な立場であらゆる分野に参画し、いきいき

と暮らせる地域社会を実現する為の、基本的な理念を定め、行政

や市民などの役割を明確化した条例で、『多様性社会の推進』が盛

り込まれた条例としては県内初となります。 

 しかし、当市では性的嗜好や性自認についての理解が進んでい

るとは言えず、男女の固定的な役割分担意識は根強く残っている

との指摘もあり、市民との意見交換の機会も不十分で、浸透が図

られていない中での条例制定は時期尚早ではないかとの質問もあ

りました。これに対し、条例制定は“市が率先して多様性社会の

推進に取り組む”という意思表示であり、改めて男女共同参画社

会の必要性を喚起し、市民の意識を高めたいとの答弁がありまし

た。そこで、議会として「今までの男女共同参画プランの検証を

行い、条例の趣旨に理解が得られるように努め、市民の意見に

よっては条例の見直しを図ること」と意見を付しました。 

 今回、この条例は可決されたものの、男女共同参画や多様性社

会の推進についての具体的な施策も、これから検討していくとい

う「入口」の段階であり、市組織における女性管理職の割合もま

だまだ少ない状況です。また、議会の女性議員割合も26人中５人

しかおらず、この条例制定を契機に、それぞれの割合が増えてい

く事も期待したいと思います。 

  

全国で増えている児童虐待 

（写真はイメージです） 

議会からの政策提言 

 2018年４月に相去町で発生した「保護責任者遺棄致死事件」で

１歳９ケ月の子どもが亡くなった事で、市では児童保護業務の見

直しを行いました。その見直しも踏まえて、教育民生常任委員会

(委員長：三宅やすし)では、約８ケ月掛けて調査研究し、更なる

改善案を提言書としてまとめ、３月22日に、北上市議会からの政

策提言として市長に手渡しました。概要は次の通りです。 

[提言１］子ども・保護者（両者）への面会の徹底＝集団検診など 

 で就学前には全ての子どもと保護者に逢えるが、健診に来ない 

 場合は児童手当を手渡しに変更するなど工夫し、面会を徹底。 

[提言２]児童相談ｼｽﾃﾑの導入による担当者の負担軽減と情報の確 

 実な共有化＝事件後の業務改善により、記入用紙が４種類から 

 ８種類に増えた。これを電算化して負担軽減と情報の共有化。 

[提言３]認可外保育施設の実態把握と、小規模保育事業所の連絡 

 協議会の設立支援＝死亡した子供は認可外保育施設に通ってい 

 たが、県の管轄であり園との接触が少なかった。認可外も含め 

 た協議会設立により実態を把握しやすくする。 

【多様性社会】 

人種・性別・年齢・嗜好などに関係

なく、全ての人々が自分の能力を

活かしていきいきと働ける社会を

多様性（ダイバーシティー）社会と

呼ぶ。 
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1月17日          後援会通信No43発行 2月16日 北上ﾕﾈｽｺ講演会 3月13日          南中卒業式 

   18日          教育民生常任委員会  18日 会派例会 15日          予算特別委員会 

  22日          北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会    22日    教育民生常任委員会  16日        相去藩境太鼓幹事会 

24-28日          会派視察[石垣市]  25日 議会運営委員会 19日         議会運営委員会 

27日            石垣島ﾏﾗｿﾝ・友好都市5周年   26日 予算概要説明会 20日         南小卒業式 

29日                      川岸商店会研修会 27日 相去境塚愛護会役員会 22日 2月通常会議(最終日)・全協 

30日              後援会事務局会議 26日     第240回2月通常会議(初日) 25日   議会運営委員会 

31-1日 議会改革推進会議視察[岐阜] 〃  予算特別委員会・全協 27日 川岸商店会研修会 

2月 3日 後援会総会[相去地区交流ｾﾝﾀｰ] 3月 5日 2月通常会議(代表質問) 28日 教育民生常任委員会 

    7日  議会改革ﾌｫｰﾗﾑ[北上市]   6-7日     ２月通常会議(一般質問) 31日      南学童保育所入所式 

8日  教育民生常任委員会 7日 第237回12月通常会議(初日) 4月 6日 北上ﾕﾈｽｺ協会総会 

１２日 議会運営委員会 8日 予算特別委員会第二分科会 11日 教育民生常任委員会 

   14日   第239回臨時会議・全協 １1-12日        〃 13日 さくらﾏﾗｿﾝ[柴田町] 

9-10日   防災士研修講座 7日       教育民生常任委員会 7日 和賀図書館移転落成式 

〒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/ 

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］ 


