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◆巻頭言～小中学校のエアコン 

一般質問する三宅やすし 

 前々号（第41号）に「北上市の小中学校のエアコン設置」

について設置率が低く、文部科学省から『教室の望ましい温

度』が示され、これを達成するにはエアコンの設置が必須と

いう記事を掲載しました。 

 その後制定された文部科学省の補助制度に、北上市も応募

し、全て採択となりました。対象となった小中学校は次の通

りです。［（）内の数値は対象の教室数］ 

 黒沢尻北小(29)・黒沢尻東小(26)・黒沢尻西小(16)・飯豊

小(22)・二子小(12)・更木小(6) ・口内小(7)・和賀東小

(14)・南小(20)・鬼柳小(13)・江釣子小(23)・いわさき小

(7)＝小学校計12校(195教室)  

 上野中(15)・飯豊中(12)・江釣子中(13)・和賀西中(6)・

和賀東中(11)・南中(18)＝中学校計6校(75教室)  

 補助金を受けて設置すると13年間は撤去できない為、今後

13年以内に統合または建替えが予定されている小中学校は、

対象外となりました。（対象外となった学校へは翌年度以降

にリース方式による仮設置を予定） 

 総額で10億円を超える事業であり、これを2020年3月末ま

でに完了しなければならないそうです。教室の面積に応じて

国の補助があり、エアコン本体に対しては1/3程度補助にな

りそうですが、配管や受電施設の新設などは補助対象外とな

る為、市の負担額は9億円強との事です。 

 しかし、問題なのは金額よりも、エアコン設備の確保、設

計・工事などの業者の確保と日程調整が最も大変になりそう

です。 

 全国（特に東北・信越・北陸）の市町村がほぼ一斉にス

タートしますので、エアコンの生産が追い付かない恐れもあ

り、いわゆる「早い者勝ち」の状態になりそうです。 

 更に、建築・機械設備・電気のそれぞれの設計・施工業者

が確保できるのか、できたとしても、来年度１年間で小中18

校もの工事が終了できるのか、とても心配されます。 

 市では、各学校を別々に入札するのではなく、ある程度ブ

ロック分けして発注することも考えているようですが、東芝

メモリの新工場建設などで、関係事業者はかなり忙しく、そ

もそも入札に応じる業者が居ないのではないかとも懸念され

ています。 

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。地域と学校につい

ては、2020年度にはコミュニティ・スクール設置が努力義務化されます。 

第237回12月通常会議 

市内の小中学校で民俗芸能の体験や鑑賞の機会は。 

一部の生徒だけ機会があるという事も含めると、 

ほとんどの学校で実施している。 

鬼剣舞衣装を家庭科や美術の時間を利用して、小学５

年から各自で製作させ、中学３年で揃えるようにすれば

経済的負担は軽減されるのではないか。 

学習要領が定められており、対応は難しい。 

2020年度から導入される、「学校運営協議会」の設置と

「地域学校協働活動」に向けたスケジュールと課題は。 

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」は2020年

度の設置は努力義務で、2022年度には義務化される為、2019年度

までに制度の趣旨や内容について研究し、学校や関係者に周知を

図り、2020年度から2021年度は試行期間として2022年度の完全実

施に向け準備を進めていく。今までと異なる点は、保護者や地域

の代表が学校運営の支援に関わり、学校運営方針の承認や教員の

任用にも意見を述べる事が出来る点である。これにより、地域も

学校も子だも達もそれぞれ負担がおおきくなる可能性もあり、導

入には十分な検討が必要である。 

門岡念仏剣舞 

(文部科学大臣表彰を受けた 

照岡小PTAの地域との取組み) 

 

学校と地域の連携について  

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

事業系一般廃棄物減量対策について 

事業系一般廃棄物の減量策としてパンフレットを作成すると

の事だが方法と状況は。また対象事業所全てに同じアプローチを

していくのではなく、分別意識が低いとか廃棄量が多い事業所な

どに対してスポット的に指導していくべきでは。 

パンフレットを年度内に作成し、収集運搬許可業者約40社を通

じて、その取引先事業者約2000社へ配布・指導する予定。指導は

ご提案のような方法も検討する。 

ゴミの排出量の指標として「一人当たり○○ｇ」が全国的に使

用されているが、事業所が増えている当市においては、独自に事

業所数で割った指標も算出し、経年変化も見ていくべきでは。 

家庭系も事業系も、住民基本台帳の人口で総排出量を割った数

値が、全国統一の指標として用いられており、これまでもその指

標での経年比較も行ってきた。しかしご指摘の方法も検討してみ

たい。 

30・10(さんまる・いちまる)運動の状況は。 

ホテルや飲食店、北上工業クラブなどに呼び掛けたりして周知

を図り、各種宴会の冒頭で幹事からの呼びかけも見られるように

なったが、年末年始に向けて一層の周知を図りたい。 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

【30・10(さんまる・いちまる)運動】 

乾杯後の30分間及び閉会前の10

分間は自席に居て、出された料理

を食べる事で、食べ残しを減らし

食品ロス低減を図る運動。時間は

あくまでも目安。 

  

3010運動啓発ﾎﾟｽﾀｰ例 
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議会のトピックス 

 2018.4に議員報酬等特別委員会を設置し、市議会議員の報酬と定数について

調査研究し、各地域で意見交換を重ねてきました。その経過と結果です。 
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議員報酬と定数について 

 市議会では「議員報酬等特別委員会」を設置し、市議会議員の

報酬について、様々な計算方式や他市の事例などを調査・研究し

てきました。併せて、定数が現在の26人で良いかなども検討して

きました。12月通常会議において、特別委員会の委員長報告とし

て、報酬は5万円アップの40万1千円。定数は現行の26人としまし

た。 

報酬については、今後、市長から特別職の報酬審議委員会に諮問

し、その結果により財政的裏づけができる範囲での対応となると

思います。適用は次の市議会議員改選後からの予定です。 

 まず、報酬については、平成8年から上がっておらず、通年議会

を導入して活動量も増えたことから、3通りの算出方法で計算して

みました。 

 一つ目は、活動量からの算出です。議員の活動を①「法律で定

められた会議」②「市議会で定めた会議」③「それ以外の市議会

活動」④「①～③に付随する個人活動」⑤「議員個人の活動（地

域行事への出席、後援会活動、選挙活動等）」の５種類に分類し、

全議員の１年間の活動量を調査しました。その中でも⑤は対象外

とし、①～④のみを報酬の対象として活動モデルを設定しまし

た。それによると、活動量は年間1057時間（移動時間含まず）と

なり、平成8年と比較した結果、1.12倍となっていました。この比

率で計算する、39万3,120円となります。 

 二つ目は、他議会との比較です。人口規模などが似ている類似

都市197か所、東北の都市、財政力指数が同程度の都市、議員定数

が同程度の都市、人口密度が同程度の都市、通年議会を導入して

いる都市の6種類についてそれぞれの平均を算出すると、36万～47

万円となりました。 

 三つ目は、市職員給与との比較です。経験年数30年の大卒一般

職(課長級)の平均給与は公開されていませんが、市の給与表から

の推測で大まかな額を算出すると、40万3,689円となりました。 

 以上の事を基に、市内16地区で開催した「市民と議会をつなぐ

会」や、青年団体・婦人団体・議会モニターとの意見交換を行い

ました。それまでの経過をまとめ、11月25日には、大学教授2名を

お呼びして市民フォーラムを開催して、更に意見集約しました。 

 定数についても、同様の検討を重ねましたが、市民の意見の多

数は、議員の多様性の維持と、人数が少なくなると人口が少ない

地区からは議員が出せなくなる、市民の声が市政に届きにくくな

るなどから現状維持という意見が多く、現状の26名のままとなり

ました。 

 尚、定数がそのままとなるので、報酬が委員長報告通りにアッ

16地区や青年団体等との 

意見交換会の意見集計[報酬] 

  

16地区や青年団体等との 

意見交換会の意見集計[定数] 
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10月17日          後援会通信No42発行 11月12日 教育民生常任委員会 11-13日          １２月通常会議(一般質問) 

   21日          相去ふるさとまつり    13日  議会全員協議会 13-14日          教育民生常任委員会 

  23日          川岸商店会打合せ 19日    一部事務組合議会報告会  13-14日        決算特別委員会分科会 

24日          教育民生常任委員会・会派例会  〃 県市議会議長会研修会[盛岡] 18日         議会運営委員会 

25-26日            柴田町議会交流研修会[宮城]   20日 川岸商店会研修会 20日         12月通常会議(最終日)・全協 

28日                      河岸の花嫁門送り 22日 全協・教育民生常任委員会 〃 北上ﾗｲｵﾝｽﾞクラブ第二例会 

29-31日              教育民生常任委員会視察 26日     会派例会 1月 1日   白山神社新年祈祷 

11月 1日 市政調査会研修会 30日 新健康管理ｾﾝﾀｰ公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ ２日 上家・本郷新年会 

2日 民俗芸能団体連合会意見交換会 12月 3日 議運・教育民生常任委員会 3日 稲瀬町新年会・成人を祝う会 

     6日  教育民生常任委員会    5日     議会運営委員会 4日      市政功労者表彰・新年交賀会 

7日  仙台市議会視察対応 6日 第237回12月通常会議(初日) ６日 消防出初式 

9日 ユネスコ県大会[宮古] 8日 相去体育協会表彰式 15日 議運・花巻市議会交流研修会 

   11日      北上三曲演奏会   １０日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 16日 第238回臨時会議・全協 

  8日 会派例会 7日       北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 13日 福祉成人式・成人式 

〒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］ 


