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◆ドキュメント「北上市議会議員選挙」 

 市議会議員選挙 

第一声 

 新型コロナウイルスの感染拡大という異常な中で行われた

今回の市議会議員選挙。全てが異常でした。 

 ２月の立候補者説明会には、定数26人に対して28陣営が出

席。しかし、候補者未定や様子見的な陣営もあり、無競争の

様相もありました。 

 我々は選挙戦の準備として、旧・星染物店をお借りし拠点

となる事務所を設置しました。３月15日の事務所開きは、新

型コロナ対策として“３密”とならないように少人数で行い

ました。その後、ウグイス嬢の皆さんとの打合せ、ポスター

貼りの段取り、個人演説会の実施の有無を含めた感染対策の

検討などを粛々と進めました。 

 ３月22日の告示日、いよいよ選挙戦の始まりです。９時過

ぎには事務所前での第一声。総括責任者挨拶、続いて北上商

工会議所会頭 佐藤正昭 氏からの激励の言葉、候補者の力強

い決意の演説、高橋青年部長による「ガンバローコール」。

そして、午前中は選車と随行車１台により、握手等の接触は

避け、連呼と街頭演説を行いながら相去地区内を廻り、午後

は市内各地を廻って、午後５時に事務所に戻ってきました。 

 午後５時過ぎに選挙管理委員会に電話をし、立候補届が26

人だけだったので無競争当選となった事を確認しました。 

 本来は、堂々と上位当選を果たし４期目に送りたいと思っ

ていましたので、少し残念です。 

 今回、北上市初めての無競争市議選であり、この事実を北

上市民はよく考えていかなければなりません。 

 三宅やすし君は、議員として13年目を迎えますが、これま

での活躍を見ても、存在感が増し、北上市に無くてはならな

い議員に成長しました。これも皆様のご支持ご支援の賜物で

あり、後援会長としても深く感謝申し上げます。 

 新型コロナウイルス禍の先行きが見えない状況ですが、本

人も、皆様の意を受け大事にし、市政がより良い方向になる

よう全力を尽くすと述べていますので、今後も変わらないご

協力、激励などを宜しくお願い致します。 

後援会長 佐藤 郁夫 

※改選後の三宅やすしの所属 

 ・産業建設常任委員会 副委員長  ・広報委員会 副委員長 

 ・岩手中部広域行政組合(広域ゴミ処理組合）議会議員 
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 教育民生常任委員会(委員長:三宅やすし)に付託となった、条例と請願につい

て、その内容を紹介します。 

第248回2月通常会議 

 主として「学童保育所」の基準について定めた条例の一部改正。 

 国の法律における放課後児童支援員の資格要件等の基準が、全国

一律の「従うべき基準」から、地域の実情を踏まえ一定の質を確保

し柔軟に対応できる「参酌(さんしゃく)すべき基準」に改正されま

した。この法改正を受けての条例改正です。 

 条例改正の狙いは、有資格者を常時配置できるようにする為に、

資格要件の経過措置を１年間延長した事と、みなし資格要件を新設

した事です。みなし資格要件とは、資格を得る為の研修は年１回の

みの開催で、研修申込日を過ぎてから採用された職員は、そのまま

では無資格者な為、翌年度の研修を受けるまでは研修を受けたもの

とみなす、というものです。この条例改正により、市内の学童保育

所は全て国の基準を満たす事が出来るようになりました。 

 関連して「小規模な学童保育所への支援」についても質疑があり

ましたが、「定員が19人以下の学童保育所については、人件費を含

む運営費に対して、市独自で加算している」との回答でした。 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例 

子どもの権利条例制定などを求める請願 

 市内の子育て支援サークルから「児童虐待防止の実態

調査と子どもの権利条例の制定を求める請願」が出され

ました。 

 この請願の１項では、市内で発生した保護責任者遺棄

致死事件を受けて北上市議会が行った政策提言「児童保

護業務に関する提言」に対する市の実施状況等について

市民への報告を求めるものであり、２項では、実効性の

ある「子どもの権利条例」の制定を求めるものです。 

 平成30年度の政策提言については、議会としてもその

後の対応について調査していく必要性を感じていますし、

「子どもの権利条例」は、教育民生常任委員会で制定に

向けて取り組んでいました。 

 県内では、遠野市と奥州市がこの条例を制定していま

す。特に遠野市の実効性が高い「わらすっこ条例」は全国的にも有

名で、子どもに関する施策を計画・実施するにあたっては、この条

例が基盤となり、遠野市の子育て支援策は充実してきています。 

 請願が採択された事により、教育部では、子どもの権利条例につ

いて早急に検討する必要がある、という認識を持ったようであり、

子どもの貧困対策も含め、児童虐待防止・子育て支援の充実に繋げ

ていきたいものです。 

  

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止策 

により学校が休校となり 

緊張感の中で対応する学童保育 

（写真は他市の事例） 

  

遠野市「わらすっこ条例」を 

基にした「わらすっこプラン」 
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議会のトピックス 

 教育民生常任委員会は予算特別委員会第二分科会として新年度予算の所管事

業について審議しました。その中で特に注目された事業を紹介します。 
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令和２年度一般会計予算の第二分科会審議の主なもの 

■民生児童委員協議会運営費補助金 

  民生児童委員については、以前から人口が多い地区の負担が  

 大きいなど、地域間の差が課題となっていたが、今回、定員を 

 ５名増やして、市内全部で206名とした為、予算総額も増額と 

 なった。しかし、2月末時点で６名の欠員がある為、業務内容な 

 どの見直しや整理が必要ではないかとの意見も出された。 

■子育て支援コンシェルジュ設置事業 

  令和２年度末に、健康管理センターと併設でさくら野百貨店 

 があるツインモールプラザ西館に開設される「子育て世代包括 

 支援センター」における相談体制を充実させる為、コンシェル 

 ジュ（相談員）を現在の１名から２名に増員する。 

■公衆衛生組合連合会事業費補助金 

  不法投棄対策の監視カメラは、現在32台設置しており、この 

 カメラは移設可能である為、効果が見られた地区から撤去し、 

 設置要望のある地区へ随時移設している。 

■家庭ごみ収集運搬事業 

  大きく増額された理由は、特にアパート等の増加によりごみ 

 集積所の設置箇所が増えた為。令和元年度だけで、72ケ所増え 

 ている。（一定規模のアパート等には、専用集積所の設置が義務 

 付けられている） 

■移動図書館車更新事業 

  現在の「ともしび号」の老朽化に伴い車両を更新する。外装 

 デザインは、岩手大学の地域課題解決プロジェクトとの共同研 

 究により制作予定。但し、移動図書館車の製造会社は、全国で 

 １社しかない為、年度内の納車は未定との事。 

■発掘調査事業 

  予算増加の主な理由は、アパート建設の為の調査申請が増え 

 ている為。尚、アパート等の商業開発による調査費は、申請者 

 が負担する事になっている。（歳入に繰入れ） 

■給食実施事業  令和2年4月からの学校給食費「公会計化」(*) 

 に伴い、今まで私会計として集金していた給食費（食材費）が 

 事業費に含まれる為、前年比１億円以上の増となる。 

 また、各センターで使

用する米は北上産100%で

あるが、それ以外の地場

産品使用率は35%を目標と

しているとの事。 

オフィスアルカディアに新設した南部学校給食センター 

効果がある 

不法投棄監視カメラ 

(イメージ写真) 

(*)学校給食費の公会計化…給食

費、教材費、修学旅行費の徴収な

どは、学校・教師の本来の仕事で

なく、教員の負担軽減を目的とし

て、未納金督促なども含めた徴

収・管理は“学校以外”の地方公

共団体が行う事、とするガイドラ

インが令和元年7月に文部科学省か

ら示された。 

  

  



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 

〒024-0051 岩手県北上市相去町相去２８ 
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1月15日          後援会通信No47発行 2月 5日 教育民生常任委員会 28日          予算特別委員会第二分科会 

  〃          議会改革推進会議  6日 会派例会 3月2-3日     〃 

  18日                   教育力向上ﾌｫｰﾗﾑ  8日 公共政策ﾌｫｰﾗﾑ[盛岡]     6日 予算特別委員会・全協 

19日          後援会拡大役員会  10日 柴田町姉妹提携40周年記念   １0日  議会運営委員会 

23日            総合計画調査特別委員会   １２日  ﾊｲﾀｸ経営協議会労働ｾﾐﾅｰ 12日        2月通常会議(最終日) 

  〃          議会運営委員会   １3日 議会全員協議会     〃 全協・議会運営委員会 

26日              後援会幹事会  １3日    議運・教育民生常任委員会 13日 立候補届出書類事前審査 

  30日 川岸商店会研修会 16日  後援会総会・決起大会 15日   事務所開き・選対本部全体会 

  5日 教育民生常任委員会  17日 予算概要説明会 22日 市議選告示・無投票当選 

2月 2日 北上ﾕﾈｽｺ協会講演会  19日    第248回2月通常会議（初日) 30日      当選証書付与式 

3日  議会運営委員会     21日 議会運営委員会 4月 1日 議会全員協議会 

  5日 第247回2月臨時会議 26-27日 2月通常会議（一般質問) 8日     〃      ・全員協議会 

   〃     議会全員協議会 27日 教育民生常任委員会 13日 第249回4月臨時会議・他 

  〃    市議選立候補説明会    25日      2月通常会議（代表質問) 2日・7日 各派代表者会議 

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。 

※開催は新型コロナウイルス禍の終息等が見通せてからとさせていただきます。 


