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◆巻頭言～保護責任者遺棄致死事件 

６月の一般質問 

 平成30年4月8日に北上市大堤南で発生した「保護責任者遺

棄致死事件」は、父親が6月に逮捕・書類送検され、全国

ニュースでも取り上げられました。同じ時期に東京で類似し

た事件が発生し、そちらの方が大きく取り上げられ連日報道

された為、当市の事件はあまり報道されませんでした。双方

とも行政の対応に課題がありました。 

 当市で発生した案件について、最初に通報を受けたのは、

平成30年2月27日に、当該児童が通っていた認可外保育所に

県職員が監査に行った時でした。この時点で、県職員から市

職員へ連絡され「ネグレクト(育児放棄) 」の疑いがあると

して「虐待相談通告受付票」を作成しています。 

 その後、父親や母親、母親の実家などと連絡を取り合って

いたようですが、結局、児童の父親とも母親とも直接会えな

いまま、4月に死亡(餓死)してしまったという事です。 

 事件後、市の内部調査によって、いくつかの問題点が明ら

かになりました。①児童虐待の通報を受けた後の具体的な業

務手順を示したマニュアルがなかった。（県から示されてい

た「通告受理からその後の対応などについてのフロー図」は

参考程度にしか見ていなかった。）②緊急度や重症度を判断

する判断基準が無かった。③「受理会議」「判定会議」のメ

ンバーが明確化されていなかった。その為、誰が出席するの

かや進め方などもはっきりしておらず、会議内容も記録され

ていませんでした。これらにより通報後の初動が不十分だっ

た事から、3月15日の『市要保護児童対策地域協議会』で

も、単なる報告で終わり、質問も意見も出なかったそうで

す。確かに、細かい手順をマニュアル化したり、判定チェッ

クリストを活用している自治体は意外と少ないようです。 

そもそも、「市要保護児童対策地域協議会」が機能していな

い、という事も報告され、抜本的な対策が求められます。 

 県でも調査を進めており、市ではその調査結果も含めて対

策を講じるとしていますが、私が委員長を務める教育民生常

任委員会が中心となり、児童虐待防止対策について、市議会

からも政策提言したいと考えています。 

三宅やすし 

【News】早稲田大学マニフェスト研究所では、全国約1,700の地方議会(都道府県議会+市町村議会)を対象に調査を実施し

“議会改革度調査ランキング”(上位300位まで)を毎年公表しています。 

 この2017年度調査において、北上市議会が全国32位（東北では2位、岩手県では1位）を獲得しました。前年度の66位か

ら大きく躍進しましたが、まだまだ「開かれた議会」には達しておらず、益々の努力と工夫が必要だと感じています。 



２ 
2 平成３０年７月１７日発行 第４１号 北上市議会議員 三宅やすし後援会通信

 今回の議会で、三宅やすしは次の２項目について 一般質問を行いました。 

その質問と答弁の概要を紹介します。 

第234回6月通常会議 

昨年度の苦情件数と特徴・反省点は。 

526件と前年度の242件で前年度の242件から倍増した。「未除雪」   

 「置雪」「除雪の仕方」「わだち」「幅員狭小」などが多かった。 

 電話によるものが多く、個人から区長からかは分類していない。 

 ほぼ対応できたが、路肩堆雪による幅員狭小や見通し阻害や、路 

 面凍結などがあった。 

受託事業者への指導体制と出動基準についての課題は。 

9月に受託希望者を募集し、説明会を開催しているが、昨年度は 

 オペレーターの道路状況把握が事前に十分でなかった。出動は、   

 積雪が10cmを超えるとオべーレーターに自動メール配信されるシ   

 ステムもあるが、積雪観測点が市内1ケ所であり、出動基準など 

 も見直したい。 

防雪柵が早々に撤去され吹溜まりとなった事があるが対策は。 

受託事業者が例年と代わった為であり、今年度からは年度替わ 

  りしてから撤去するようにしたい。 

市民の意見などを取り入れる考えは。 

9月までに今年度の除排雪計画案をまとめ、16地区の説明会にお 

  いて意見交換を予定している。 

太陽光で動いて光る 

市職員手作り「被害防止啓発ポップ」 

当市の被害状況と特徴・対策は。 

昨年、オレオレ詐欺は1件のみで、3年前の4件より減少したが、 

 架空請求が7件と3年前の0件より増加した。被害の内容が変わって  

 きている。架空請求に利用されやすい電子マネーカード売り場に 

 は、コンビニ防犯協議会の協力により、動く「被害防止啓発ポッ 

 プ」を設置した。 

高齢者宅訪問などの効果や警察などとの連携は。 

防犯協会では、平成27年度から高齢者宅の訪問事業を実施し、 

 アンケートなども取りながら注意喚起を行っている。また、警察 

 から予兆電話などの情報が入った場合、広報車による街頭広報も 

 実施している。防犯メールは県警が管理し、2,000件程の登録があ 

 り、このメールを通じた情報提供も実施している。 

架空請求は若年層にも被害が広がっているが対応策は。 

事業所を通じて若者などへの啓発活動を進める。学校教育にお 

 いては、情報モラル教室などの際に、スマホの使い方を指導する  

 中で特殊詐欺についても取り上げていく。また、コンビニ以外の 

 店舗の電子マネーカード売場にも、啓発ポップの設置を進めてい 

 く予定であり、本年度当初予算にも計上している。 

答弁 

丁寧さと迅速さが望まれる 

除雪作業 

除排雪体制の見直しについて 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

特殊詐欺への対応策について 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

質問 

答弁 

質問 

答弁 
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議会のトピックス 

 ６月通常議会では、一般質問その他で取り上げられた内容で、特に学校施設

に関して新しい動きがありました。 
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小中学校のエアコン設置 

 現在、市内の小中学校の「普通教室」におけるエアコン設置率

はゼロです。（コンピュータ室などの特別教室では2%)文部科学省

が平成29年4月に全国の公立学校(幼小中高校・特別支援学校）を

対象に実施した調査では、普通教室で49.6%の設置率で、平成26年

の調査32.8%より16.8ポイント増えています。これによると都道府

県別では、設置100%は東京など17都府県あり、50%～99%は24県、

岩手県は12.4%(*)となっています。 

 文部科学省では、平成30年4月2日付で都道府県教育委員会宛に

「学校環境衛生基準の一部改正について」を通知し、“教室の望ま

しい温度”を『17℃以上、28℃以下』と示しました。これを実現

するにはエアコン設置が必須となります。 

 この通知に対する対応を求める一般質問において、「早急に、市

内小中学校へのエアコン設置を検討し、出来るだけ早く設置した

い」との答弁がありました。 

 現在、トイレの洋式化を進めている最中であり、それが完了し

てからの対応になると思われますが、今年度中にはエアコン設置

について議論できる形にしたいとの事でした。 

 国の補助制度もあるようですので、温暖化の事もあり、子ども

達の為にも、ぜひとも進めて欲しい課題です。 

小学校の統廃合 

 平成22年に「北上市立小中学校適正配置等基本計画」が策定さ

れましたが、この計画に基づいて統合したのは、成田小を飯豊小

に統合した1例だけでした。その後、それぞれの地域では協議を進

めてきたようですが、特に進展はありませんでした。 

 しかし、校舎の耐震診断を実施したところ、照岡小と笠松小に

ついては早急な対応が必要と分かり、一気に統合に向けた話が進

み始めました。 

 照岡小は、立花小、黒岩小と統合して立花地区に新校舎を建設

して統合する方向で、地域と具体的な候補地も含めた協議が進め

ら始めましたし、笠松小についても和賀西小と統合して竪川目運

動場に新校舎を建てて統合するという方向で進んでいます。 

 また、耐震性とは直接関係はありませんが、東陵中も生徒数減

少から、北上中への併合が協議されています。 

 それぞれ、単純に進められる問題ではなく、地域の方々も含め

た十分な議論が必要であり、強引な進め方をするべきではありま

せん。また、地域や保護者も、じっくりと将来も見据えて考えて

いかなければならない課題だと思います。 

教室に設置されたエアコン 

(他市の事例) 

市内で唯一の木造校舎 

笠松小学校 

(*)一般質問及び翌日の新聞では、

県内の普通教室への設置率が1.1%

と表現されましたが、これは平成

26年調査の数値です。 
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4月16日          後援会通信No40発行 5月10日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 6月11日          議運・歯科医師会懇談会 

   17日          相去地区交団連総会     11日  北上ﾕﾈｽｺ協会理事会   12日          市政調査会研修 

   18日          相去境塚愛護会役員会   12日    市政報告会[和田・南公民館]  14日        第234回6月通常会議(初日) 

19日          教育民生常任委員会  18日 会派例会/北上ﾀｸｼｰ組合総会 17日         北上消防団操法競技大会 

23日            市政調査会総会   21日 北上ﾗｲｵﾝｽﾞ次期会報IT委員会 19-21日         6月通常会議(一般質問) 

24日                      相去自治協代議委員会 22日 議会運営委員会・全協 21-22日 教育民生常任委員会 

26日              北上ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ例会    23日     会派研修(ｾﾐﾅｰ参加)[東京] 25日 南小ｽﾎﾟｰﾂ文化振興会総会 

 27日         議会改革推進会議 24日 第233回5月臨時会議・教民 26日 議会運営委員会 

 29日 相去6区老人ｸﾗﾌﾞ総会    26日 日本詩歌文学館賞贈与式 28日     6月通常会議(最終日)・全協 

5月 7日  議会運営委員会    29日     川岸商店会研修会 7月 1日  都山流尺八本曲ｺﾝｸｰﾙ県予選 

  〃  あいさり産直市委員会監査 6月 1日 議会全員協議会 3日 教育民生常任委員会 

9日 第232回5月臨時会議・全協 4日 会派例会 １１日 北上地区ﾀｸｼｰ組合臨時総会 

  〃      後援会事務局会議    6日 議会全員協議会 １２日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会・全協 

  8日 教育民生常任委員会 3日       相去町民運動会 7日 髙橋としひこ後援会市政報告 

〒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 
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バックナンバーの在庫については後援会へ 
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０ １ ９ ７ - ６ ３ - 2 2 0 0 

ジャンボタクシー2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］ 


