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◆トピックス～キオクシア岩手について 

 ６月に産業建設常任委員会で、キオクシア岩手(株)の工場

の視察を行いました。 

 第１製造棟(K1)の建屋と第１期の製造装置搬入は、令和元

年10月に竣工。第２期の製造装置搬入は、その後のメモリ不

振の影響により、約１年間空けて令和２年11月に搬入を開始

し、令和３年４月末に完了。現在、立上げ中。第３期の搬入

は、６月から年末にかけて進め、市況

をみながら第４期の搬入を実施予定と

の事でした。 

 また、第２製造棟(K2)建設予定地の

造成を今年４月に起工し、今年度末ま

で実施中。こちらも市況をみながら、

引き続き建築工事を進めたいとの事で

した。このK2建設予定地として市道｢川

町南田線(産業道路)｣の一部を売却する

為、市道を廃止する旨の議案が今議会

に上程されましたが、議案の上程前か

ら、既に通行止めとし、新しい道路に

接続していたことは、議会軽視と言わざるをえません。しか

しながら、議案を否決しても市道としての共用は難しい事か

ら、議案は可決されました。 

 ６月８日発表の世界半導体出荷統計(WSTS)によると、2020 

年の世界半導体市場は前年比＋6.8%だった事と、

2021年は前年比＋19.7%と成長が大幅に加速するも

のと予測。更に、2022年は前年比＋8.8%と成長が継

続するものと予測されていますので、キオクシア岩

手においても継続した設備投資が予想されます。し

かし、現在の半導体不足は 2022年には解消される

との見方もあり、「シリコンサイクル」という変動

の波は必ず到来しますので、先行きは不透明です。 

 また、政府が半導体産業への支援を急遽打ち出し

ていますが、その内容を見ますと効果が薄いとの

見解もあるようです。 

 いずれにせよ、日本の半導体産業のうち、高度集積を伴う

製品では、30年間持続しているメーカーは稀有です。20年30

年先を考えた時に、今回の市道の廃止や、前号で指摘した環

状交差点化は、将来に不安が残ります。 

キオクシア岩手第１製造棟(K1) 

三宅やすし  

キオクシア岩手K2までの拡張予定図 

（K2はK1より高層化の予定) 



第１製造棟(K1)の建築工事の際の人員、滞在場所、移動手段な 

 どを把握しているか。また、２棟目となる第２製造棟(K2)建設

への対応策は。 

Ｋ１建設のピーク時は、約3,000人/日の作業員数だった。その 

 内 約500人が 30分圏内に滞在し、約４割がアパート、約４割が 

 旧雇用促進住宅、約２割がホテルなどの宿泊施設を利用した。 

 移動手段としては、社用車や宿泊施設の送迎などがほとんどで 

 あった。市では、Ｋ２など複数棟の建設を想定して周辺道路整 

 備などを進めており、宿泊施設も東口の整備事業により新たな 

 ホテル（約190室）も建設中である。 
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   三宅やすしは、「北上市自転車活用推進計画」と「キオクシア２棟目への 

  対応」の２項目について一般質問を行いました。 

第264回６月通常会議 

北上市自転車活用推進計画の策定委員会には、自転車販売店関 

 係者が含まれていない。また、販売店に関する施策も無いが何 

 故か。更に、販売店は減少傾向にあり、その実態調査は。 

自転車の供給体制は整っていると考えた為、販売店関係者を委 

 員に委嘱したり、販売店に関する施策は設定しなかった。その 

 為、販売店の実態調査は実施していないが、今後、人材育成の 

 視点なども含めて必要に応じて検討していきたい。 

地域公共交通網形成計画との連携として、駅への駐輪場整備  

 しか掲載されていないが、例えば「おに丸号」でマチナカに 

 出てきて、シェアサイクルやレンタサイクルなどを利用できる 

 ような体制づくりは検討しなかったのか。 

おに丸号の停留所への駐輪場整備要望は特になかった。拠点間 

 交通利用後の２次交通手段としての自転車利用という連携は、 

 今年の地域公共交通網形成計画の見直しの際に検討したい。 

自転車通学の生徒に対する指導状況は。 

通学用自転車には「ＴＳマーク(*)」を義務化または推奨して 

 いる。交通マナー指導などの際に、販売店から日常点検などの 

 講習を実施している中学校もある。 

「きたかみ新城(あらしろ)ロード100(*2)」は、県南振興局の 

 ホームページでグーグルマップデータも公開されている。ま 

 た、他市では、各サイクルコンピュータ用のデータを公開して

いる事例もあるが、当市の対応は。 

観光コンベンション協会が管理しているホームページでの対応 

 を検討したい。 

北上市自転車活用推進計画について 

造成中のＫ２建設予定地 

質問 

答弁 

質問 

答弁

質問 

質問 

答弁 

質問 

答弁 

答弁 

(*2)きたかみ新城ロード100 

 北上市の姉妹都市・石垣市出身のプロ

ロードレーサー新城幸也(あらしろゆき

や)氏が監修した北上市内を巡るサイク

リングコース100km。 

新城氏は日本人で初めて 近代ツール･

ド･フランスを完走した選手の一人で、

東京オリンピック日本代表。 

◆三宅やすしの一般質問は、下記のアドレスでご覧頂けます。また、右上のQRコードを読み込むとアクセスできます。 

 https://www.youtube.com/watch?v=H0WgzqdGsT8&t=108s 

  

(*)ＴＳマークとは､

自転車安全整備士が

点検整備した自転車

に貼付されるもので

傷害保険と賠償責任

保険、被害者見舞金

（赤色ＴＳマークの

み）が付いている。 

1年間有効。 

キオクシア岩手㈱の２棟目への対応について 
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議会のトピックス 

   ６月通常会議では、令和３年度補正予算の審議がありました。  

   また、請願２件に関連して討論も多数出され、議論が集中しました。 
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令和３年度一般会計補正予算（三宅やすしが質問した事業） 

■流通基地衛生処理センター解体事業 330万円 

  流通センター単独で下水道処理していたコミュニティプラン  

 トを公共下水道に接続した為、単独処理していた施設が不要に 

 なった事から、解体する事業。開設当時は、汚泥処理後に水分 

 を絞った「汚泥ケーキ」は産業廃棄物扱いではなかった為に、 

 敷地内に埋めていた事から、どの程度埋まっているのかの地質 

 調査を委託する費用を計上。調査結果により、その処理費や解 

 体スケジュール等が変わってくる。 

■森林経営管理事業        154万5千円 

  森林経営管理事業実施計画の推進の為、市内の民有林を航空  

 レーザー計測し、森林現況を明らかにして策定を進める事がで 

 きる事業。今年度は東部地区（川東地区）で実施。当初見込み 

 より測定面積が多い為による増額。来年度は西部地区（旧和賀 

 町）、再来年度に中部地区（飯豊～相去）を実施予定。 

■北上工業団地周辺道路整備事業    ２億円 

  ①「成田黒沢尻線(村崎野駅前の南北路線）」と➁「宿成田線 

 (しみず斎園前の市道）」に対する追加。それぞれ１億円ずつ。 

 ①は環状交差点化に伴うもので、今回の補正と合わせて総額２ 

 億円となり、令和４年度迄に完成予定。➁のしみず斎園前の道 

 路の拡幅工事も令和４年度迄に完了予定。 

市道川原町南田線の一部廃止 

に伴い新たに開通した東部道路 

（岩手３Ｍの北側） 

 請願は①「義務教育費国庫負担制度堅持と拡充、教育予算拡

充、教職員定数改善及び30人以下学級の実現を求める請願」と、

➁「新型コロナ禍による米価下落に対し政府による緊急対策を求

める請願」の２つが出され、どちらも国に対して意見書の提出を

求めるものでした。 

 ①は教育民生常任委員会では「不採択」でしたが、本会議では

賛成多数により「採択」されました。昨年度も同一内容の請願が

出され、やはり賛成多数で採択されていますが、昨年度は賛成し 

たが、今年度は反対している議員が多数見られました。 

 ➁については、産業建設常任委員会で、同一趣旨の発議案（請

願内容に沿った意見書）が賛成多数で「可決」された為、一時不

再議の原則から採択されたものとなりました。 

 どちらも賛成討論・反対討論が出され、論点も比較的明確にし

た議論がなされました。 

令和３年度一般会計補正予算 

  

解体予定の流通センターの 

旧 汚水処理施設 

（ｽｰﾊﾟｰオセンの3区画隔てた西側） 

  



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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4月 2日          広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ] 5月14日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 6月１５日 産業建設常任委員会 

 7日          広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ]   1９日                      会派：北上まほろばｸﾗﾌﾞ例会 16-18日 一般質問 

 8日                   産業建設視察［夏油ｽｷｰ場］    21日  産業建設常任委員会[ｵﾝﾗｲﾝ] 20日 相去地区ｸﾘｰﾝ活動 

9日            会派：北上まほろばｸﾗﾌﾞ総会   25日                      北上地区ﾀｸｼｰ組合総会   25日     6月通常会議［最終日］ 

  １０日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会・総会    27日  第263回5月臨時会議・全協 26日        小堤草刈り 

１２日             広報委員会正副委員長校正  30日  北上ﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕活動[花壇]  〃    東北希望の襷ﾏﾗｿﾝ 

14日              広聴広報正副委員長会議 6月 2日            産業建設委員会視察［ｷｵｸｼｱ］ 28日 南小ｽﾎﾟｰﾂ文化振興会総会 

16日 第262回4月臨時会議   4日  北上観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会総会 30日 広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ] 

 1９日 産業建設常任委員会 7日 広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ] 7月 ２日 広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ] 

 〃   後援会通信No.51発行    〃     市政調査会[重要課題説明] ５日 ﾀｸｼｰ組合運行管理者会議 

22日  市政調査会[ｵﾝﾗｲﾝ] 10日 第264回6月通常会議［初日］ ６日   広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ] 

5月10日 議会ｾﾐﾅｰ受講    〃  北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 1２日   北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 

13日 広報委員会[ｵﾝﾗｲﾝ]   12日 相去地区境塚愛護会総会 15日      第265回7月臨時会議 

   26日     南中学校区学校運営協議会   1１日   議会全員協議会［議長招集］ 9日 北上ﾕﾈｽｺ協会理事会 

三宅やすしの主な活動［太字が議会関係］ 
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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 
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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。 


