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 3月27日深夜、多くの市民が固唾を飲む中、北上市議会議員選挙

の結果が出ました。三宅やすし候補は1,950票を得、堂々４位で３

期目の当選を果たしました。奇しくも前回、前々回も４位であ

り、不思議な気がします。三宅やすし君に投票して下さった皆様

に、心から感謝申し上げます。 

 2月21日に後援会として総決起大会を開催し、臨戦体制への意識

を盛り上げて選挙戦に臨みました。そして3月12日には事務所開き

を行い、必勝を祈願しました。 

 3月20日の告示日、選挙事務所は朝早くから多くの人達であふ

れ、いやが応にも盛り上がっていきました。この盛り上がりを候

補者は背で受け止め、日々奮闘してきました。ご参加頂いた皆様

や、ボランティアして活動して頂いた方々に御礼申し上げます。 

 後援会及び選挙対策本部として、この選挙についての総括はま

だしっかりとは行っていませんが、後援会長であり総括責任者の

立場として、反省点を述べさせて頂きます。 

 今回、4年前の市議会議員選挙と比較して、全体の投票率は、

3.57ﾎﾟｲﾝﾄ下がりました。そして、相去地区内の5ケ所の投票所に

ついても、次の通り下がっています。 

■相去全体：55.29% → 50.87%(▲4.42ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◆相去第１(仲町振興会館)78.79% → 74.27%(▲4.52ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◆相去第２(本郷公民館)59.83% → 54.75%(▲5.08ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◆相去第３(前回:土井公民館→今回:大谷地公民館) 

           68.78% → 66.33%(▲2.45ﾎﾟｲﾝﾄ)  

◆相去第４(三十人町公民館)64.17% → 57.37%(▲6.80ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◆相去第５(９区ふれあい会館)47.41% → 43.54%(▲3.87ﾎﾟｲﾝﾄ) 

 選挙期間中に、8年前より4年前の市議選では投票率が下がった

ので、その向上が課題だと訴えてきましたが、残念ながら更に下

がってしまいました。原因として、３期目としての慢心は無かっ

たか、電話戦術をあまり行わなかった事や、選挙はがきを出さな

かった事の影響はどうなのか、など幾つか見直しが必要な点が浮

かび上がってきます。 

 これら反省点は総括でしっかり行い次回に生かす事とし、三宅

やすし議員は、次の3点を活動の基本として市政に取り組んでいく

と述べています。 

①皆様の意見・要望を聞く。 

②皆様の声を元にした政策提言。 

③市政・議会状況の報告。 

 これからの活動に期待し、引き続き三宅やすし議員の活動を支

え、4年後に向けて後援会組織もしっかりと固めていこうではあり

ませんか。皆様の一層のご支援をお願い致します。 

◆市議会議員選挙の御礼 

選挙期間中の街頭演説 

後援会長 佐藤 郁夫  

【お詫び】選挙期間中に、H20とH24の

市議会議員選挙の投票率の比較をし、

相去地区は全ての投票所で投票率が大

きく低下したと言ってきましたが、北

上市選挙管理委員会が公開していた

H24の資料では、期日前投票者数を、

各投票所に振分けしていないデータで

したので、誤った比較となってしまい

ました。正しくは次の通りです。 

 相去  H20     H24 

◇第１：72.11%→78.79%(+6.68ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◇第２：66.03%→59.83%(-6.20ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◇第３：69.85%→68.78%(-1.07ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◇第４：57.86%→64.17%(+6.31ﾎﾟｲﾝﾄ) 

◇第５：49.88%→47.41%(-2.47ﾎﾟｲﾝﾄ) 
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北新ネット代表質問 

 ３月に市議会議員選挙がありましたので、例年より約半月早い2月議会が開

催されました。三宅やすしの所属会派の代表質問の主な内容をお伝えします。 

第210回2月通常会議 

新たな公共交通網の 

ひとつ・乗合タクシー 

産業振興センターの役割と設置時期は  

農商工の産業間連携を促進するため、センターを設置するよう

だが、支援体制は産業全般に及ぶのか。また設置時期は。 

産業全般を支援する機関として、現在の基盤技術支援センター 

  を発展させるものである。農業、商業、サービス業、観光業な 

  どの相談・支援も含めて、H29年度からスタートしたい。 

立地適正化計画の策定は 

都市機能の誘導など、具体化を図るべきであり、そのための立

地適正化計画の策定内容と着手時期は。 

国の支援措置を効果的に導入し、公共交通施策の確立、公的不

動産の有効活用等を盛り込んだ、立地適正化計画の策定をH28 

  年度から着手する。 

新たな公共交通対策は  

交通弱者の生活機能を確保する「地域公共交通網形成計画」 

とはどのような内容なのか。 

都市計画と公共交通の一体化を目指し、ハード・ソフトの両面 

   から、地域の公共交通の再編を図るもの。また支線交通の適正 

  な配置や、駅、バスターミナルなどの交通結節点の機能強化も 

  進める。 

みちづくり支援事業と生活道路整備の拡充は  

市民意識調査で満足度が低い施策として、道路環境整備が挙げ

られているが対策は。 

みちづくり支援事業では、H28年度からH32年度までに、16地区  

  を一巡できるように拡充する。また、生活道路の整備は評価指 

  標に基づいて、整備基準の策定を図る。 

通学路の安全対策は 

通学路や学校周辺道路の安全確保の推進は。 

北上市通学路交通安全プログラムを策定し、H26年度から安全整 

   備事業を予算化して取り組んでいる。 

済生会病院移転に伴う支援策は  

済生会病院の、旧北上病院跡地への新築移転計画と支援策、そ

して済生会跡地利用計画は。 

H27年に新病院建設事業支援対策会議を庁内に設置した。H28年   

  度上半期中には基本計画をまとめ、財源や跡地利用については 

   それからの検討となる。 

花巻清風特別支援学校の分教室設は→詳しくは次頁参照 

設置時期やその内容は。 

H29年４月開校を目指し、南小学校、南中学校に設置する。  

旧北上病院跡地への移転が 

決まった北上済生会病院 
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答弁 

質問 
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答弁 

質問 

答弁 

質問 

答弁 
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2月通常会議のトピックス 

 平成28年度予算に、コミュニティＦＭを皆減する修正案が出されましたが

否決されました。その内容についての議論を解説します。 
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H28年度予算のコミュニティＦＭについて 

 市では2年前に、災害時の情報伝達手段として「コミュニティＦ

Ｍ(県域ではなく市町村単位で可聴できるＦＭ）」を公設民営で設

置しようとしましたが、議会で否決されました。この時の論点

は、事業受託者が市長の父親が社長である会社だった点と、全国

のコミュニティＦＭは赤字が多く、当市においても自治体の財政

支援が継続的に必要となるのではないか、という2点でした。その

後、また補正予算に計上されましたが、同様の理由により否決さ

れました。その後、私が委員長を務めていた総務常任委員会を中

心に、代替案として「ポケベル波利用の防災ラジオ」を提言しま

した。しかし、市では災害時だけでなく平常時に地域の情報を発

信したいという方向に転換し、比較検討した結果、H28年度予算に

コミュニティＦＭの電波調査費などを計上してきました。今回

は、事業受託者を白紙に戻した点により、可決されました。 

 個人的には、県内でもコュニティＦＭは廃止されつつある中、

新たに開局する事で将来に負担を残すかもしれないという点と、

各地域が本当に地元の情報をラジオで発信したいと思っているの

か、このニーズ調査を行わずに計画した点が大変不安で反対しま

した。また、ＦＭ波は山間地では入りにくく、ポケペル波の方が

市内全域に届きますので、この点でも不安が残ります。 

南小学校改修工事と特別支援学校分教室設置 

 南小学校は築40年を経過し、やっと大規模改修が行われます。

H28～H30の3ケ年で、約8億円を掛ける予定の大きな改修です。 

 これに合わせて、花巻清風支援学校の分教室も、南小学校、南

中学校に、それぞれ6人学級を3クラス設置し、職員室、車いすト

イレなども設置します。 

 特別支援学級と特別支援学校分教室が同一校に混在する事にな

り、学校行事などもできるだけ一緒に参加さたいとの説明があり

ました。例えば、入学式なども南小学校と特別支援学校を合わせ

て行うようにするなど、検討していくそうです。 

コミュニティＦＭは 

生き残れるか？ 

空家対策基本条例の制定 

 国でも空家対策に関する法律が整備され、市も独自の条例を制

定しました。この条例は、特定空家に指定する際、国では1年後以

降という条件があったものを、即日指定可能にした点が評価でき

る条例です。これにより、素早い対応も可能ですが、個人財産へ

の関与なので、指定には慎重を期さなければなりません。 

 空き家対策特別措置法によ

り、倒壊の恐れや衛生上問題の

ある空き家（「特定空家」）の

所有者に対し、市町村が撤去や

修繕を勧告・命令できることに

なりました。それにはまず、市

で設置する協議会が、特定空家

に指定しなければならず、国の

法律では、1年以上使用されて

いない事が目安とされています

が、市の条例ではこの指針を変

更して制定しました。 

ようやく大規模な改修が 

実施される南小学校 
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１2月28日          議運/全協/市政調査会研修   1月26日 川岸商店会研修会  2月23日 代表質問 

   30日          第209回臨時会議      27日 北新ﾈｯﾄ例会/北上LC例会     24日 一般質問 

 1月 5日 市政功労者表彰/市交賀会      28日 相去境塚愛護会役員会     25日    総務常任委員会 

   6日   議会新年会      29日 市政調査会・産建委員会研修  26-28日 予算分科会 

   8日 北上ﾕﾈｽｺ理事会/信金新年会    2月4日         全協/市政調査会・他  3月 1日 予算分科会 

     9日  消防出初式       9日 北上地区広域行政組合議会      4日               予算特別委員会 

   10日    北上市成人式    1２日 市体育・文化功労者表彰式      5日 選対本部会議 

    13日   北上JC新年交賀会      14日 北上ユネスコ講演会     10日 2月通常会議[最終日] 

    14日 改革推進会議/北上LC例会      15日 議運/広聴広報委員会     12日   事務所開き 

    15日            後援会通信N0.3１発行      16日 予算概要説明会    14日    川岸商店会総会 

    17日    後援会拡大事務局会議     〃       後援会事務局会議     27日  市議会議員選挙投票日 

    22日        相去鬼柳青少年健全育成会      19日 警察官友の会     12日    第211回4月臨時会議 

    25日   広聴広報特別委員会      21日 後援会総会・決起大会    19日 全協・常任委員会・他 

    18日    地域情報ｼｽﾃﾑ市民ﾌｫｰﾗﾑ      18日 第210回2月通常会議[初日]  4月 1日    議会全員協議会 

〒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・介護タクシーも 

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。

定期的な開催は実施しておりませんが、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］ 


