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◆議会改革について 

9月通常会議・一般質問 

 2000年の国の三位一体改革により、地方自治体に対する、

国や県からの下請け的な仕事「機関委任事務」が廃止され、

ほぼすべての施策を、自治体が独自に決定・施行できるよう

になりました。これにより、市町村の行政に対する自由度が

高くなった半面、協議決定すべき事項も増大しました。当

然、市議会に係る案件や範囲も広くなり、従前の議会の仕組

みでは対応が難しい点も出てきた為、全国で「議会改革」が

進められてきました。しかし、その進捗状況は議会により大

きく差が出てきています。 

 早稲田大学マニフェスト研究所では、毎年、全国の都道府

県議会と市町村議会に対してアンケート調査を行い、全国の

約1,500議会から回答を得、そのうち上位300議会を発表して

います。 

 北上市議会は、2014年度ランキングでは143位でしたが、

2015年度には34位にアップしました。 

 調査項目は、「情報共有」「住民参加」「機能強化」と大き

く３つのカテゴリで点数化し、ランキングを決めているよう

です。これにより当議会が、改革度でどのステータスにある

のか、どこを強化すべきか確認でき、大変参考になります。 

 昨年度のランクが上がった理由としては、政策提言や予算

に対する修正案が出された事などが挙げられそうです。 

 このランキングの上位になる事が目的ではなく、あくまで

も議会改革を推進した結果であり、議会改革そのものは、市

勢発展、市民の意見を生かした行政など、より良い市民生活

が最終目的であり、改革は手段でしかありません。これらを

踏まえた上で、更に議会改革に取り組んでいきます。 
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０(ゼロ)次産業によるまちづくり 

 ６月通常会議で、三宅やすしは次のような一般質問を行いました。今回、本

会議場で初めて、モニターに写真や図を表示して質問しました。 

第213回6月通常会議 

史跡等の保全活動の実態と整備計画の策定は。 

国、県指定箇所を中心に、草刈り、樹木の害虫防除等を地元自

治体や愛護会などへ委託し実施している。その保存状態や説明 

  版等の点検は、年１回職員がパトロールし、必要に応じて修繕 

   などを実施している。「南部領伊達領境塚」と「国見山廃寺跡」 

   については、保存整備計画が未策定なので、調査中や指定区域

外の部分も含めて、策定に向けて検討したい。 

指定箇所のうち、私有地部分の保全や市としての取得は。 

土地の所有者も同意して国指定となっているので、保全整備に 

  ついては協力を要請する。市の保有化については相手もある事

であり研究してみたい。 

地域における史跡の活用は。 

「更木八天縄文まつり」「浮牛城まつり」などのように、各地域 

  では歴史的な資産を活用した取り組みを実施している。また、 

  各自治協議会で、独自に案内板を設置したり、マップの作製、 

  ボランティアガイドの養成なども行っている地区もある。今後 

  これらの継続と適正な管理、そして情報発信が課題である。 

Ｏ(ゼロ)次産業の拠点化と情報発信は。 

博物館のリニューアルに合わせ情報発信の内容など工夫してい

きたい。 

総務省の18歳選挙特設ページ 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

投票所毎の投票率分析と投票所の見直しは。 

投票率が低い箇所は、新興住宅地などが多い地域と見ている。

駐車場など、利便性についても研究してみたい。市内の投票 

  所の見直しについては、有権者数のバランスや投票所までの距

離、バリアフリー対応なども合わせて調査してみたい。 

投票所毎の性格な投票率の公表は。また、区長などへ通知して 

はどうか。 

現在の市選挙管理委員会のホームページで公開しているデータ 

  は、期日前投票者数を各投票所へ割り振った投票率になってい 

  ない為、今後は割り振った投票率を公開したい。また、選挙 

  データがまとまった後、区長会などの場でデータを公表する。 

20歳未満への啓発活動と国の啓発活動の利用は。 

高校生へ啓発授業を実施しており、要請があれば投票箱などの

貸出しも行っている。国のホームページへは、市のホームペー 

  ジからリンクし活用したい。 

質問 

答弁 

＊０次産業=山形県・酒田市

の離島・飛島で定義している

「歴史文化の保存・継承を産

業に結び付ける活動」 

選挙の投票率向上策は 

質問で使用した写真 質問 

答弁 

質問 

答弁 
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6月通常会議のトピックス 

 今議会では大きく議論が分かれた案件は少なかったのですが、興味深い条例

改正などについて解説します。 
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医療費の現物給付について 

 乳幼児、重度心身障がい者、ひとり親世帯、妊産婦などが病院

等で医療費を支払う場合、一旦、自己負担分を全額支払い、後日

（概ね2ヶ月後)に、給付金額が振り込まれるという「償還払い」

という仕組みでした。解りやすい金額で例えると、4,000円に対

し、1,500円の助成額があったとしても、一旦窓口では4,000円を

支払い、後日1,500円が戻ってくるという仕組みです。これを「現

物給付」という方式にすると、差額の2,500円だけ支払えば良い事

になり患者側の一時的な負担が軽減される制度になります。 

 これが中々、改正できなかった背景として、国が「患者側が便

利になると、患者数と医療費が増える。だから現物給付にする県

や市町村には国保補助金を減らす。」というペナルティがあった為

です。 しかし、県では“人口減少対策としての総合的な子育て支

援施策”として全県統一で「現物給付」方式に変えることにし、

当市においても今議会で条例改正されました。 

 かなり前進した改正ではありますが、対象者がまだ限定的であ

り、特に子どもについては小学校入学前までだったり、所得制限

があったりと、まだまだ充分とは言えません。 

 今回の子どもの現物給付対象は、未就学児までと統一されてい

ますが、助成対象と金額については市町村独自の助成制度を設け

ている自治体が多く、北上市はあまり手厚い訳ではありません。

県内33市町村の中で、対象を小６までとしているのは8市町、中3

までとしているのは12市町、高3までとしているのは10市町村で

す。北上市は「小3まで」と対象者が低く、拡充が求められます。 

南小学校改修工事第一期工事 

 南小学校の大規模改修は、「長寿命化」という名目で、平成28年

度から３ヶ年に渡って実施されます。 

 今年は、第一期工事として、屋根や外壁を中心に実施され、そ

の請負業者が、入札により決定しました。建築、電気、水道とそ

れぞれ別発注となるようですが、今年度分の工事金額は合わせて

約2億円で、花巻清風支援学校の分教室設置もこの範囲内で施工さ

れます。 

 外壁工事期間中は、教室の窓などが塞がれることになり、暑す

ぎて子ども達の授業に影響が出ないかが懸念されます。そこで質

問したところ、外壁塗装などは涼しくなってから実施する予定と

し、万一残暑が続く場合には、扇風機などを臨時に配置するなど

の対策を行いたいとの事でした。 

上段が「償還払い」 

下段が「現物支給」 

国体の時期には外側が 

足場で囲われている予定 

受給者 

医療機関 

北上市 

4,000円 

1,500円 

受給者 

医療機関 

北上市 

2,500円 

1,500円 
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4月20日          相去地区自治協代議員会 5月12日 大堤きたしん会総会  6月 9日 北上ﾗｲｵﾝｽﾞ次期役員会 

   21日          相去地区境塚愛護会役員会     13日 議員ｾﾐﾅｰ[東京] 10日       北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 

  26日   広聴広報委員会広報部会     16日 広聴広報委員会広聴部会 12日    北上ﾗｲｵﾝｽﾞ花壇整備 

  27日 後援会通信N0.3２発行     18日    北上ﾗｲｵﾝｽﾞ次期ＩＴ委員会    １３日 南小教育振興会役員会 

   28日  市政調査会総会   19日 視察対応[北秋田市] 15-17日 一般質問 

    〃       ｽﾎﾟｰﾂ振興議員連盟総会    20日 北上地区ﾀｸｼｰ業組合総会 17日 教育民生常任委員会 

    〃        議会改革推進会議    16日 南小教育振興会打合せ 19日                   消防操法大会 

    〃 広聴広報委員会広聴部会   25日     議会全員協議会 22日     更生保護協力事業主総会 

    29日            消防演習  〃    北新ﾈｯﾄ例会 24日   6月通常会議[最終日]・他 

5月 5日    後援会事務局会議    26日 県ﾀｸｼｰ協会総会[花巻]     27日 南小教育振興会総会 

   6日    相去地区境塚愛護会総会 6月 2日 南小PTA交流会    29日     広聴広報委員会広報部会 

    〃   選対本部解散式 7日 都山流尺八・晃雄会総会 7月 8日    広聴広報委員会広報部会 

11日  第212回5月臨時会議 ９日 第213回6月通常会議[初日] 12-14日    教育民生常任委員会視察 

    8日        境塚愛護会・赤石鼻刈払い 6日 広聴広報委員会広報部会    30日     教育民生常任委員会 

〒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/ 

北上市議会議員 三宅やすし後援会 

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・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］ 


