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◆トピックス～市の財政と企業誘致について 

関連質問する三宅やすし 

三宅やすし  

 北上市の令和４年度予算の歳入は428億円となり、前年度

当初予算と比較し、18億３千万円増となっています。特に、

市税だけを見ると約27億５千万円の増で、これは固定資産税

の約22億円増によるところが大きいものです。半面、国から

の地方交付税のうち普通交付税は、約６億４千万円の減額、

国庫支出金が約３億２千万円の減額等が見込まれています。 

 固定資産税は、半導体関連を中心に企業の投資が堅調な事

による償却資産税の約20億円増が主体ですが、償却資産は５

～８年程度の短期償却が多く、経年毎に減少していきますの

で、将来的にも安定した財源という訳ではありません。 

 一般的に、地方自治体の独自税収が増えると、国からの普

通交付税は減額となります。例えば、税収が10億円増えた場

合、交付税が７億５千万円程度減ると言われているので、実

際には増額の1/4程度しか増えない事になります。 

 また、国庫支出金の減額の大きな理由は、ワクチン接種等

のコロナ関連費用の減少が主なものです。 

 以上の事から、市の財政は企業に依存する部分が大きく、

今後も企業誘致に取り組んでいく必要があります。 

 ここ十数年、北上市への企業進出は堅調であり、誘致企業

は230社を超えています。市内の工業団地のうち、後藤野工

業団地及び堅川目工業団地に未分譲地が残っていますが、全

て引き合いがあるようです。更に、東鋼スチールコードの北

側一帯への拡張予定地や、飯豊中学校の南側に新規造成予定

の新しい産業業務団地についても、既に拡張予定面積よりも

多い面積の問い合わせがきているそうです。これは、数年前

からの、いわゆるチャイナリスク回避などから、海外に進出

した工場などの国内回帰が加速している事と、半導体関連、

自動車関連、及び北東北の交通の要所としての立地から物流

関係からの引き合いが多いものと思われます。 

 市としても、企業の誘致に伴う人材確保策として、市内高

校生の地元就職率向上や、大学生を地元に呼び戻す施策など

を強化していくようですし、少し先の事になりますが、市立

大学の設立も視野に入れた取り組みも始めています。また、

人材育成にも注力していく予定となっています。 

 ただ、工業関連分野に比べて、商業・観光・農業関連の分

野では、もう少し工夫した展開が必要ではないかと思われま

すので、更に様々な提言を行っていきたいと思います。 
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 ３月議会は予算審議が中心でした。新しい事業などで気になる事業があります

ので紹介します。（★印は新規事業。“前年”とは令和３年度当初予算額。） 

第274回3月通常会議 

■北上市近未来政策研究所運営事業［124万8千円：前年同額］ 

 令和３年度から取り組んだ「大学等高等教育機関設置に向けた具

体的な取組に係る研究」をテーマとして取り組む。 

 ※令和４年度の定期人事移動の方針の一つとして『市立大学設置   

  に向けた検討、準備体制整備』が示されています。 

■競争参加資格申請受付システム導入事業［2,483万6千円］★ 

 県南エリア８市町と６事務組合により共同運用し、10月からの導

入にむけて北上市が事務局となって進める事業。入札の為の事業者

登録が簡易化され、今まで各市町等へそれぞれ申請していたものが

１回の申請で可能になる。また、各行政側としても審査に掛かる時

間がかなり節減できる。尚、導入経費の負担割合は14団体のそれぞ

れの登録業者数割で80％、残り20％は均等割。 

■地域学校協働本部設置事業［1,469万7千円：前年比+743万3千円］ 

 コミュニティ・スクール構想として、地域と学校が協働し、多様

な学びや体験を継続的に行う地域学校協働活動を通じて、子どもた

ちの生きる力や地域の魅力づくり、人材育成を推進する事業。令和

２年度からのモデル地区での実施を経て、令和４年度は全学校区に

コーディネーターを配置して本格的に推進される。 

■モバイルクリニック推進事業［690万8千円］★ 

 遠隔診療専用車両に看護師が同乗し、診療所の無い

地域を中心に患者の自宅付近に出向いて、車両の中か

らオンライン診療（別の場所に居る医師による受診）

を可能とする事業の実証実験を行う。長野県伊那市の

先例を元に、詳細を詰めてから実施していく。 

■南保育園遮音フェンス設置事業［169万4千円］★ 

 相去の南保育園北側に、遮音フェンスを設置する。

遮音効果や大きさの具体的な内容はこれから。 

■子ども・妊産婦医療費給付事業 

      ［2億967万7千円：前年比+4,834万7千円］ 

 乳幼児から高校３年生までと妊産婦が医療機関へ支払った負担金

へ補助する事業。（小学生の入院費及び乳幼児と妊産婦へは県補助

1/2。それ以外は市単独補助）令和４年度は、未就学児への補助につ

いて所得制限を撤廃する事による増額。これにより未就学児の医療

費負担は、実質無料となる。 

■南小学校クラック等補修事業［180万7千円］★ 

 校舎をつなぐ部分に設置してあるエクスパンションに、令和３年

２月の地震でひびが入ったもの。地震によるひずみを吸収するため

の装置なので、その役割を果たした事による補修。 

令和４年度予算審議のトピックス 

長野県伊那市の遠隔診療専用車両 

北海道名寄市（人口３万人弱）の 

名寄市立大学１号館 

福祉・看護・教育関係の学部があり、 

北上市からも毎年のように進学者が居る 
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議会のトピックス 

前頁に引き続き、令和４年度予算の注目すべき事業について解説します。 
（★印は新規事業。“前年”とは令和３年度当初予算額。） 
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令和４年度予算審議のトピックス 

■北上地域人材確保定着サポート事業 

           ［2,233万2千円：前年比+1,105万8千円］ 

 令和３年度までの「大学生等インターンシップ強化事業」「女性

ＵＩターン定住促進事業費補助金」「中小企業のためのＵＩターン

支援事業費補助金」を廃止・統合し、北上市出身の大学生等が卒

業後は北上に戻ってくるようにアプローチする専門員を、ジョブ

カフェさくらに１名新規雇用する。 

■半導体関連産業人材育成事業［300万円］★ 

 半導体の基礎知識を持つ人材育成の為の講座を、岩手大学に委

託して行う。具体的な内容は現在協議中だが、２日間を２回開催

で、参加者は20～30人を予定。在職者も求職者も対象。 

■展勝地ビジョン2121推進事業［100万円］★ 

 展勝地お花畑事業［151万千円］★ 

 展勝地桜守事業［50万円］★ 

 令和３年度の展勝地100周年記念事業実行委員会の費用に、新型

コロナ禍により事業が縮小した事により残余金５百万円強が発生

した事から、その残余金を活用した事業。「展勝地ビジョン2121」

は、今後100年の整備方針などを策定する。「展勝地お花畑事業」

は、令和５年度まで桜並木沿いのお花畑を整備していく。「展勝地

桜守事業」は、市民向けの“桜の手入れ講習会”の開催は令和４

年度までとし、両事業ともそれ以降の進め方は検討中。 

■高齢者公共交通利用促進事業［8,000万円］★ 

 70歳以上の高齢者へ、バス・タクシー共通券4,000円分＋バス専

用券2,000円分を配布する。申請不要で、7月に市内約２万人弱に

簡易書留等で郵送する。高齢者運転免許返納支援事業と高齢者バ

ス運賃助成事業を総合・拡充したもので、高齢者の移動促進と公

共交通利用促進を狙うもの。 

■農業水路等長寿命化・防災減災事業 

               ［990万円：前年比＋490万円］ 

 防災ため池38ケ所のうち、令和３年度までに８ケ所について

“ため池ハザードマップ″を作成した。令和４年度は口内地区の

６ケ所について作成する。今後、残りのため池についても順次作

成していく予定。 

■兼業農家等支援事業［500万円：前年度同額］ 

 この中の“農業用機械共同購入事業費補助金”は、３人以上で

トラクタなどを購入した場合の費用の補助で、“先端技術導入支援

事業補助金”は、ドローンなどの先端機械を単独で購入した場合

の補助。申請者に偏りがあった場合の金額の融通は、同じ事業内

なので申請の件数等によって調整可能。 

ドローンによる農薬散布 

（イメージ写真） 

今後100年先まで残したい展勝地 



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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1月20日      後援会通信No.54発行 2月17日 広報委員会正副委員長会議 3月14日  代表質問 

 23日 産廃発電施設反対決起集会 21日     産業建設委員会 １5日 代表質問/一般質問 

 25日                   各派代表者会議[ｵﾝﾗｲﾝ]    ２２日     各派代表者会議 １6-17日     一般質問 

26日            教育民生常任委員会傍聴    〃  ﾀﾌﾞﾚｯﾄ研修会 18日 予算特別委員会全体会 

31日 会派例会 25日 代表質問調整会議   〃 議会全員協議会[議長招集] 

2月 ３日             各派代表者会議[ｵﾝﾗｲﾝ]    〃  各派代表者会議  22日 産業建設委員会 

  9日               [ｵﾝﾗｲﾝ] 3月 1日 予算概要説明会[ｵﾝﾗｲﾝ]   25日 3月通常会議［最終日］ 

10日             北上ﾕﾈｽｺ協会理事会    〃  各派代表者会議[ｵﾝﾗｲﾝ]    〃 議会全員協議会 

      〃             北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会  3日  第274回3月通常会議［初日］ 28日 広報原稿校正[個別作業] 

１３日              北上ﾕﾈｽｺ講演会    〃 予算特別委員会全体会   30日 広報委員会 

15日              各派代表者会議   4日  北上ﾕﾈｽｺ協会理事会  4月 4日 広報委員会 

  １７日 第273回2月臨時会議  10日  産業建設委員会   9日        北上ﾕﾈｽｺ協会理事会・総会 

   〃 議会全員協議会 11日            北上ﾕﾈｽｺ［鎮魂と復興の鐘］ 14日 第275回4月臨時会議 

   〃 岩手中部広域行政組合議会   7-9日  予算特別委員会第三分科会 7日     広報委員会正副委員長校正 

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。 


