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代表質問する三宅やすし 

■北上市文化芸術条例について 

 文化芸術に関する条例としては県内初となる「北上市文化

芸術条例」が３月議会で可決されました。内容は、文化芸術

の振興にとどまらず、幅広い関連分野との連携なども視野に

入れています。実行には、今後策定される「基本計画」が重

要になってきますが、市内に約100団体もある民俗芸能の維

持・継承などに期待が寄せられます。 

■北上市自転車活用推進計画について 

 国が平成29年に制定した「自転車活用推進法」に基づき策

定した基本計画です。市街地の安全・快適な走行を中心とし

て、スポーツや観光面などへの活用も盛り込んでいます。令

和３年度は、自転車ネットワークモデルルート３ケ所を整備

して取り組むようですが、パブリックコメント(予め公表し､

広く市民から意見や情報を求める事)や 議会との協議も実施

せずにスタートしましたので、今後注視していきたいと思い

ます。 

■環状交差点化について 

 令和３年度一般会計予算に ｢北上工業団地周辺道路整備事

業｣ の中に「成田黒沢尻線環状交差点整備事業｣１億円が計

上されています。これは、市道成田黒沢尻線 (村崎野駅前を

南北に通る東北本線沿いの道路) のうち、黒沢尻工業高校敷

地の北西側の三差路交差点を市内で初めて「環状交差点(ラ

ウンド･アバウト)」化する事業です。環状

交差点とは、信号が無く、一時停止せずに

進入し、左折のみで時計回りに周回して交

差点を抜ける方式です。キオクシア㈱の工

場が複数棟建設された際には、周辺交通量

が２倍以上になる事から、重大事故の防止

が一番の目的だそうです。確かに同じ方向

の流れなので、大きな正面衝突などは回避

されると思いますが、進入時の渋滞や小さ

な接触事故を誘発する事が危惧されます。

今のところ、この交差点は南北方向の交通

量が最も多いからか事故は起きていません

し、通勤時間帯の渋滞が環状化により助長

される事から、１億円もかけるほどの事業

なのか疑問です。 

三宅やすし  

三差路での環状交差点事例（新潟市） 



２ 
2 ２０２１年４月１９日発行 第５１号 北上市議会議員 三宅やすし後援会通信

 三宅やすしは、所属会派「北上まほろばクラブ」の代表質問を行い、同じ会

派の2人の議員も関連質問を行いました。 

第261回３月通常会議 

■新型コロナワクチン接種体制は 

接種会場や予約方法、費用などはどうなるのか。 

接種会場は、北上済生会病院を主軸に県立中部病院など計６か 

 所を予定。電話かインターネットで２回の接種日と予備日を予 

 約して頂く。接種費用は国が負担するが会場までの交通費など 

 は個人負担となる為、輸送手段などについては検討している。 

■子育て支援の特徴は 

当市ならではの子育て支援策と、病児保育事業への支援策は。 

子供未来投資枠３億円は、「子育て応援」として、子どもの親 

 などへの支援に１億円、「子育ち応援」として、子ども自身へ 

 の支援に１億円、更に「多子世帯応援」として、第３子以降に 

 10万円を７歳まで支給する制度に１億円。バスを利用した病児 

 保育事業への支援は、事業者から相談があれば協議していく。 

■地域づくり組織への支援強化は 

区長廃止により地域づくり組織の負担が増すが支援は強化する 

 のか。 

地域づくり組織の責任が大きく増えるものでないが、配布業務 

 が増えた分も含め、総合交付金として増額した。人件費・組織 

 の機能強化などとしても活用できる。 

■小中学校での端末機の利用と遠隔授業への取り組み等は 

端末利用、遠隔授業への取組と不登校支援への活用は。 

２月に市内の小中学生全員に一人一台の端末機を配布し、オン 

 ライン学習システムも導入した。利用としては、児童生徒の進 

 捗に合わせたドリル学習などを行い、職員への研修を実施しな 

 がら活用範囲を拡大していく。遠隔授業については、今後研究 

 していきたい。不登校支援は、ひきこもり支援とも連携して対 

 応していくが、端末機の活用は学習指導を中心に行っていきた 

 い。 

■学校バリアフリー義務化対応は 

学校施設もバリアフリー化が義務化されるが対応は。 

新設する東部地区の小学校や、飯豊中の長寿命化改修から対応 

 する。スロープやエレベータ設置など、基準に合った整備を 

 行っていく。 

工業団地等へのアクセス道路について 

新型コロナワクチン接種 

(市外の医療関係者への接種の様子) 

質問 

答弁 

質問 

答弁

質問 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

答弁 

  

小中学生に配布されたNEC製ChromeBook 

◆北上市議会では、YouTubeを利用した簡易録画配信を開始しました。 

 三宅やすしの代表質問は、下記のアドレスとなります。また、右の 

 QRコードを読み込むとアクセスできます。 

 ① https://www.youtube.com/watch?v=QYjgz65o3Hw&t=20s 

 ② https://www.youtube.com/watch?v=ctkuhuGLSGM&t=1607s 

  

↑ChromebookはGoogleのChromeOSを使用

しているコンピューター。 シンプルで

起動が早く価格も安い。北上市で導入し

た端末は、LTEタイプなので携帯電波を

利用して直接ネットにアクセスできる。 

① ② 
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議会のトピックス 

 3月通常会議では、令和3年度予算の審議がありました。三宅やすしが所属

する産業建設常任委員会で審査した事業を中心に予算の一部を紹介します。 
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令和３年度一般会計歳入歳出予算 

■移住支援事業費補助金（地方創生推進交付金）：220万円 

  東京23区に10年(通年5年間、直近1年間）以上、勤務居住して 

 いた方が、北上市内の登録企業（現在11社）に就職し、市内に 

 ３ケ月以上居住した場合、移住支援金として、単身60万円、世 

 帯100万円を支給するもので、令和2年度は1名の実績だった。 

■森林経営管理事業(新規事業)：2,660万3千円 

  私有林でも森林経営計画(*)を策定する必要があるが、自力で 

 策定できない所有者がいれば、代行して計画を策定する事業。 

 所有者に対し、意向調査を行う必要があり、その為の資料とし 

 て、私有林を空から航空レーザー計測し、データ化する。レー 

 ザー計測費として22,000千円弱を予定しており、3ケ年で市全体 

 の私有林を計測する予定（３年間は毎年2,200万円かかる）   

 なお、意向調査は、令和３年度に準備費として100万円弱を見込 

 んでおり、計測資料が整ってから数年かかる見通し。 

■北上市企業立地促進補助金：4,000万円 

  スーパーマーケットの(株)マイヤが、流通センターに精肉加 

 工場を新設する事に対しての立地補助金。用地は、撤退した別 

 の企業から既に取得済との事。 

■北上金ヶ崎パシフィックルート整備促進事業：68万7千円 

  (仮称)新国見橋も含めた 北上金ヶ崎インターから釜石までの 

 ルートを策定する為、現在の関係市町（花巻市、金ヶ崎町、奥 

 州市、遠野市、釜石市、大槌町）での勉強会を継続していく。 

 期成同盟を結成することを当面の目標としているが、総論では 

 賛成されているが、具体的なルートとなると纏まっていない。 

 期成同盟は、国や県への要望活動が目的となるので、ある程度 

 ルートが固まらないと結成できないので、少し長いスパンで取 

 り組むことになる。 

■市立公園展勝地桜並木延命化対策事業(新規事業)：2,950万円 

  令和２年度に樹勢調査をした結果、桜並木の中で特に衰えて 

 いる480本を対象とし、弘前市で実施している延命処置（根本の 

 土壌を６年かけて入替える）事業。弘前市では、最も古いもの 

 が約140年経過しているので、同程度の延命を期待している。今 

 後、毎年80本程度づつ実施していく予定。 

■人口減少地域地域拠点内住宅取得支援事業補助金：1,280万円 

  人口減少７地区(口内、稲瀬、黒岩、立花、更木、和賀、岩  

 崎）の地域拠点内に、住宅を新築する際、最大200万円(基本100 

 万円＋空家解体70万円＋子育て世帯30万円）を補助する制度。 

 令令和２年度は10件の見込みに対し４件の実績。 

100周年を迎え延命措置が 

必要な展勝地桜並木 

（イメージ写真） 

  

  

(*)森林経営計画とは、一体的なまと

まりを持った森林において、計画に

基づいた効率的な森林の施業と適切

な森林の保護を通じて、森林の持つ

多様な機能を十分に発揮させること

を目的として策定する計画。 

１期５年毎に計画する。 

既に流通センターへ配送セン

ターを設置している ㈱マイヤ 

（本社：大船渡） 



電話:0197(67)1819  FAX:0197(67)4227 

Email  miyake12@gmail.com 

URL     https://www.miyake12.com/ 

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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12月 3日          １２月通常会議［初日] 1月29日 1月臨時会議［初日]・全協 2月25日 北上森林組合総代会 

 7日          産産業建設常任委員会 2月 4日 1月臨時会議［最終日] 26日 代表質問調整会議 

 9-11日                   一般質問  9日 産業建設常任委員会 3月 1日 広報委員会 

１８日            １２月通常会議［最終日]・全協   10日                      議会全員協議会/会派例会   2日     予算概要説明会 

  23日 広報委員会    〃   北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 3日        産業建設常任委員会 

25-29日             夜勤(ﾀｸｼｰ乗務)  １９日  議会全員協議会 4日 3月通常会議［初日] 

１月 1日              白山神社元旦祭   12日            都ﾀｸｼｰ管理職会議 5日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 

6日 広報委員会   15日  産業建設正副委員長会議 8-10日   予算特別委員会第三分科会 

 30日 第257回10月臨時会議 16日 広報委員会 11日 産業建設常任委員会 

  14日 産業建設常任委員会    〃     岩手中部広域行政組合議会 15-17日 代表質問/一般質問 

 16日 ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ 大堤店 ｵｰﾌﾟﾝ 18日 議会全員協議会 18日   川岸商店会研修会 

21日  産業建設常任委員会    〃  つなぐ会[北上北中] 26日            3月通常会議［最終日]・全協 

   28日     産業建設常任委員会   24日 2月臨時会議［最終日]   ３１日         広報委員会 

 20日  議会全員協議会   1+日   2月臨時会議［初日] 22日      予算特別委員会全体会 

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。 


