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◆トピックス～北上市議会のコロナ対策 

オンライン会議の講習 

提供：岩手日報 

 新型コロナウイルス禍への対応として、補正予算や条例改

正などが相次いで打ち出されました。これらを迅速に審議す

る為に、通常通りの市議会運営に努めなければなりません。

そこで、支障が出ないように様々な臨時の対策を講じました

ので、その一旦を紹介します。 

 ４月の正副議長選出後、ただちに「新型コロナウイルス感

染症対策会議」を議会内に設置しました。構成は 正副議長

と議会運営委員。６月上旬までは、ほぼ毎週会議を開催し、

都道府県間の移動が解除されてからは、隔週程度で開催して

います。この設置は災害時の対応として定めた「北上市議会

業務継続計画(ＢＣＰ）」を準用したものです。この会議の役

割としては、市民や企業の情報・意見・提案などを各議員が

提出し、その内容について検討、それを要望や提案として市

長側で設置した「新型コロナ対策本部」へ伝えることです。 

 また、議会内の感染防止策は、アルコール消毒、マスク着

用、会議などでは、人的間隔などに注意しています。更に状

況を見据えて対策を講じていくために、ステージ１を『県内

感染者無しの場合』、ステージ２を『県内感染者発生の場

合』、ステージ３を『岩手中部医療圏内で感染者が発生した

場合』、ステージ４を『感染拡大した場合』と４段階に分

け、スーテジ毎の対応策を定めました。 

 特にも、本会議を除く各委員会については 、総務省通知

によりオンライン会議が認められました。（本会議のオンラ

イン開催は法改正が必要な為、現状では出来ません。）北上

市議会では、タブレット端末を各議員に配布しており、ペー

パーレス化も進んでいた事から、オンライン会議システムの

導入も比較的容易に進められました。 

 しかし、導入するシステムは一応決めたものの、試用して

みると使い勝手が悪かったりしたこともあり、まだ確定され

ていません。また、議事進行上の課題や資料配布の問題など

も見つかり、本格実施するような事態にならないのが一番で

すが、実施までには問題を解決しなくてはなりません。 

 委員会のオンライン会議は、ステージ２では実施を検討

し、ステージ３以降は必ず実施する事にしました。今後、第

２派も予想されている事から、議会運営委員会を中心に、何

度か試験的な運用を繰り返しています。 

三宅やすし  
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 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。今回は教育関係

に特化した内容です。 

第253回6月通常会議 

この構想のメリットとデメリットは。 

メリットとしては、試行錯誤が容易なこと、動画等の視聴によ   

 り理解が深まったり、興味が高まったりすること。デメリット  

 としては、手書きすることや実験・実習等の体験的学習がおろ 

 そかになる点や、視力など健康面への影響が懸念されること。 

端末機選定で重要視する点と導入時期は。 

携帯電話同様のLTE通信機能、キーボード付き、自宅への持帰 

 りを考慮した丈夫さなどを重視する。７月に提案型入札を募集 

 し、８月上旬に機器選定。年度末に納品の予定。 

ソフトの選定はどの様に行うのか。通信費の負担は。 

端末選定の際に合わせて提案してもらう。デジタル教科書や、  

 民間のデジタル教材なども状況に応じて活用していきたい。 

 また、端末の通信費は全額公費負担を考えている。 

教員への指導体制は。 

教員研修も端末機選定の提案に含める。また、令和３年度には 

 市の教育研究所内に専門部会を設けて、その成果を各校へ普及 

 していく。県でも講習会等を予定している。更に、指導者のス 

 キルによってはオンライン授業などにも取り組む予定。 

ＧＩＧＡ(ギガ)スクール構想の推進について 

第２期北上市子ども子育て支援事業計画について 

保育施設の状況と見通しは。 

小規模保育事業所はニーズが少くない為、新設は計画してない 

 が、認可外保育施設からの移行を支援していきたい。ニーズの 

 高い認定こども園は、今後２園開設する見込み。 

放課後児童クラブと放課後子ども教室との関係と今後は。 

放課後児童クラブ（学童保育）は、就労などにより昼間家庭に 

 居ない小学生に対して居場所を提供するものであり、市内全て 

 の小学校区に設置。放課後子ども教室は、全ての子ども達に対 

 して学校の空き教室などを活用して居場所を提供するもので、 

 市内では３ケ所で実施中。文科省では連携や一体化を進めてお 

 り、当市でも具体的な施策の検討が必要と考えている。 

子育て支援拠点の考え方は。 

大通りの子育て支援センターを、さくら野西館に新設する新保 

 健・子育て支援複合施設に移転し、相談体制の充実など機能強 

 化を図る。 

子どもの貧困対策として「子ども食堂」への運営費支援は。 

２ケ所増設の見通しもあり、運営費支援については検討する。 

(*)GIGAスクール構想とは「児童生

徒向けの1人1台端末と、高速大容

量の通信ネットワークを一体的に

整備し、多様な子どもたちを誰一

人取り残すことのなく、公正に個

別最適化された創造性を育む教育

を、全国の学校現場で持続的に実

現させる構想」 

 新型コロナの影響で大幅な前倒

しとなった。 

議会の質問の際にもマスク着用 
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答弁 
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学校教育もデジタル化へ 

(イメージ写真) 

  

質問 

答弁 
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議会のトピックス 

 新型コロナ対策として一般会計補正予算も６号まで提案され、５月だけで臨

時議会を３回開催しました。市独自支援策の一部を紹介します。 
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令和２年度一般会計補正予算［市独自のコロナ対策］ 

■地域飲食店応援事業 

・市内飲食店で利用できる「応援券」を１世帯5,000円分を配布。 

 ７月中に配布し、12月末までの使用期限。 

■地域温泉旅館宿泊割引補助金 

・市内の温泉施設に県内客が宿泊した場合に、3,000円補助。 

 （うち1,000円は県から）日帰り温泉は除く。 

■地域中小企業応援給付金 

・１ケ月の売上げが前年同時期より30%以上減少し、今後２ケ月間 

 も同様に減少が見込まれる小規模・中小企業に20万円を給付。  

 （国の持続化給付金とは別枠） 

■繁殖農家経営支援給付金 

・５月以降に生まれた子牛１頭に対して３万円を給付。 

■肥育牛導入緊急支援事業費補助金 

・市内で生まれた子牛を市場から購入した場合、１頭に付き９万 

 円を補助。（５月購入分から適用） 

■肥育農家経営安定緊急支援給付金 

・法に基づく「肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）」に 

 より、販売価格が標準生産費（肥育に係るコスト）を下回った 

 場合、その差額の９割が交付されるが、更に残り１割を給付。 

■保育環境改善等事業費補助金 

・私立保育施設の新型コロナウイルス感染症対策経費（マスク、 

 消毒液、空気清浄機等の購入費）について、１施設50万円を上 

 限に補助。 

■新型コロナウイルス感染症対策事業 

・介護施設に医療用ガウンを支給。 

発熱外来の体温測定 

（イメージ写真） 

飲食店自粛などの影響も 

大きく受けた畜産業 

(イメージ写真) 

  

臨時外来検査センターを設置 

 新たな条例の制定と補正予算化により、臨時外来検査センター

を７月中旬に設置することになりました。 

 いわゆる「発熱外来」であり、ＰＣＲ検査も受けられる臨時の

施設です。保健所またはかかりつけ医が検査を必要と認めた患者

のみが受診可能とのことで、設置場所は非公表です。初診料など

は患者負担となります。 

 ドライブスルー方式ではなく、プレハブを設置し、敷地を塀で

囲って周囲から隔離された空間とするようです。北上市民・西和

賀町民が対象。 

  



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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4月17日          広報委員会 5月19日 産業建設常任委員会 6月15日 南部農業再生協議会役員会 

  〃          各派代表者会議  20日 各派代表者会議 16日 産業建設常任委員会 

 20日                   全協・産業建設常任委員会  21日 議会全員協議会 17-19日 一般質問 

21日            後援会通信No48発行  22日 広報委員会     18日 各派代表者会議 

23日 広報委員会  27日  会派例会 19日        議会全員協議会 

24日              相去自治協代議員会  28日 第252回5月臨時会議 24日 南小ｽﾎﾟｰﾂ文化振興会総会 

27日              ｽﾎﾟｰﾂ議連総会・市政調査会   〃            議会全員協議会 26日 6月通常会議[最終日]・全協 

5月 1日 第250回5月臨時会議   〃           総合計画調査検討特別委員会 29日   総合計画調査検討特別委員会 

  7日 各派代表者会議 6月 3日 川岸商店会総会 30日 広報委員会 

8日 議会全員協議会・広報委員会  4日    北上ﾗｲｵﾝｽﾞ次期会報IT委員会 7月 6日      総合計画調査検討特別委員会 

   〃  川岸商店会役員会     8日 広報委員会・重要課題説明会 7日 広報委員会 

   〃  岩手中部広域行政組合議会 11日 第253回6月通常会議[初日] 9日 産業建設常任委員会 

   18日     第251回5月臨時会議    〃 ｵﾝﾗｲﾝ会議ｼｽﾃﾑ研修 10日 議会全員協議会・代表者会議 

  15日   北上地区ﾀｸｼｰ組合総会    10日      北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 8日 総務常任委員会（財政勉強会) 

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４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。 


