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◆トピックス～固定資産税の誤賦課について 

自席から質疑する三宅やすし 

三宅やすし  

 9月通常会議に「北上市特別職の職員の給与並びに旅費及

び費用弁償条例の一部を改正する条例」が上程されました。

これは、『固定資産税の誤賦課問題』の処理について、一定

の目途がついたとして、市長と副市長の給与を２ケ月間10%

(金額で約37万円分)削減するという内容です。 

 総務常任委員会では、この誤賦課問題について全く反省の

色が無いという事。返還が平成24～28年度分だけで約１億

5,000万円余あり、その利子相当額が約4,200万円弱ある事。

それを責任や非難を免れる為、37万円の減額で済まそうとし

ているとして、３対５で否決されました。しかし、本会議で

は一転して13対11で可決されました。これは、委員会で反対

した議員が本会議では賛成に転じた事も影響しました。 

 この１億5,000万円もの返還金は、平成24年の固定資産税

のシステム変更時に適正な処置をしていれば防げた金額で

す。当時は技術的に対応が難しかった事は理解できますが、

その事により２通りの課税方式が併存してしまい、早急に是

正しなければならなかったにも拘わらず、平成31年2月に市

議会で指摘するまで対処してきませんでした。しかも、平成

28年に公益通報（内部告発）があっても無視して放置し、地

方税法違反の状態が継続されてきました。 

 この事に対する説明は、それぞれの時点での判断はやむを

得なかった、としていますが、これは法律違反に対する言い

訳でしかありません。 

 全国的にも類を見ない悪質なケースであり、新聞の全国紙

にも掲載され全国から注目されていましたが、今回、市議会

として「ノー」を付きけられなかった事が残念です。 

市議会YouTubeページ 

 北上市議会は、今まで北上ケーブルテレビでしか生中継及

び録画放送を実施してきませんでした。また、中継機器も、

アナログ波時代の機器で、ハイビジョンにも対応できていま

せんでしたが、ようやく、カメラを含めた中継機器が新しく

なり、９月通常会議から運用を開始しています。 

 併せて、YouTube の北上市議会公式チャンネルでも、録画

配信されています。（生中継はまだ未実施です） 

 ケーブルテレビ未加入でも、インターネットに接続できれ

ば、スマホ等でもご覧いただけます。 

※ 議会中継システムが一新されました 
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 ９月議会は決算審議が中心でした。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2年度決算額。） 

第279回9月通常会議 

【歳入】 

■市税[143憶5,800万円余（前年比+1億2300万円余：+0.9%)] 

 個人市民税は46憶6,320万円余と前年比△6,180万円余(△1.39%)

と、固定資産税も73憶9,500万円余で前年比△3,097万円余(△0.4%)

とマイナスだった。増えたものとしては、法人市民税が11億300万円

余と前年比＋1億3,000万円弱(+4.2%)、市たばこ税が8億4,500万円余

と前年比＋7,300万円(+9.5%)、軽自動車税が3億4,300万円余と前年

比＋1,380万円余(+4.2%)などがあり、全体としては微増となった。 

■ふるさと寄附金(ふるさと納税) 

      ［約15憶3,300万円余（前年比△1億5,100万円余：△9.9%)] 

 ふるさと納税による寄付金は、新規に企業版ふるさと納税として

1,200万円余があったが、約1割の減となった。他市町村でも充実し

た取組みが増えている為もある事が影響しているようだ。また、市

民の当市以外へのふるさと納税も増加しており、2億1,600万円余で

前年比+5,800万円余(+26.9%)となっている。 

【歳出】 

■市議会議員共済会給付費等負担金［4,200万余(前年比△5.3%)] 

 平成23年に廃止された、在職12年以上の議員に対する年金の負担

金。この負担率は議員報酬により変動する。北上市議会の議員報酬

が月額5万円上がった事で一時的に負担額は増えたが、議員年金の受

給者の減少に伴い、毎年減っている。 

■地域協働雪対策事業費補助金［119万円余※］ 

 和賀地区を対象に、地域づくり組織が事業者と協力して雪下ろし

などを29件実施。（雪下ろし20件、敷地内除排雪9件）事業者の選定

は地域づくり課で13社を指定し、その中から地域が選んで依頼した

が、２階建ての雪下ろしを請負える事業者は６社しか居なかった。

令和４年度は、藤根地区、岩崎地区も対象とした。 

■岩手保健医療大学附属認定こども園整備事業費補助金(保育分)         

              ［予算額426万円余：全額繰越※］ 

 北上駅西口の南側付近に建設予定の施設への補助金。定数は102

人。建設資材等の高騰により何度も設計変更した為、契約が遅れた

ことにより繰り越しとなった。同じ敷地に病院や老健施設も計画さ

れているが、園庭や駐車場のスペースは確保されているとの事。 

■住宅用おひさまパワー活用設備設置費補助金 

              ［1,232万円余(前年比+324万円余)］ 

 市が江釣子地区に設置した太陽光発電の収益を財源とした事業。

一般住宅への太陽光発電および蓄電施設への補助金。年々、申請が

増加している。既築施設への追加も対象となる。 

令和３年度決算審議のトピックス－１ 

補助申請が増加している 

住宅用太陽光発電施設 

（イメージ）写真） 

喫煙者は減少しているが増税等により 

市たばこ税は増加 

高齢者宅などで必要な 

事業者による雪下ろし 

（イメージ写真） 
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議会のトピックス 

前頁に引き続き、令和３年度決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２年度決算額。） 
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令和３年度決算審議のトピックス－２ 

■小学校トイレ便器洋式化推進事業 

           ［1,860万円余(前年比△1,420万円余)］ 

 中学校トイレ便器洋式化推進事業 

           ［1,580万円余(前年比△1,040万円余)］ 

 計画した学校トイレの洋式化は、令和３年度で全て終了。未実

施の学校は、今後の大規模改修や建替え等で対応していく予定。 

■鳥獣被害対策事業［229万円余(前年比△18万円余)］ 

 実施隊員数75人で、有害鳥獣を捕獲。主な捕獲数としては、カ

ラス509羽(前年444羽)、クマ７頭(前年３頭）、イノシシ２頭(前年

１頭）、ハクビシン８頭(前年１頭)など。 

■兼業農家等支援事業［337万円余※］ 

 ３軒以上の農家で、トラクタ・コンバインなどの農業機械を共

同購入する際の補助金と、ドローンなど先端技術を応用した機器

の購入費への補助金。共同購入は３件、農業用ドローン・農業用

アシストスーツ・水稲用水管理システムは合わせて８件。ドロー

ンの講習費は補助対象外。 

■キャッシュレス決済推進事業［9,312万円余※］ 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店・小売店など

を支援する為に、PayPay(ﾍﾟｲﾍﾟｲ)決済により20%ポイント還元を実

施。コンビニや大手チェーン店等は対象外とした。令和３年12月

１日～令和４年１月31日迄の２ケ月間実施。（第２弾は、令和４年

４月１日～５月31日迄実施。第３弾は、令和５年１月頃に１ケ月

間実施予定。） 

■街路灯設置事業費補助金［916万円余(前年比△157万円余］ 

 自治会等が設置した街路灯のLED化等に対する補助金。市が設置

した太陽光発電の収益が財源。新設93基(前年83基)、交換186基

(前年246基)、専用柱交換４基(前年10基)へ補助。 

■幹線交通ICT化推進事業［58万円余(前年比△513万円余］ 

 令和２年度に設置した、バスロケーションシステムの運用経

費。さくら野百貨店内のまちなかターミナル、済生会病院、北上

駅西口バス停の３ケ所で、運行中のバスがどこまで来ているか確

認できるシステム。他のバス停への設置要望も多い為、令和４年

12月からは、スマートフォンで確認できるシステムを導入予定。

岩手県交通の路線バスと「おに丸号」が対象の予定。 

■空き家利活用促進事業費補助金［770万円(前年比＋350万円］ 

 空き家の改修及び解体の費用に対する補助金。改修への申請は

無かったが、解体は11件に対して補助。令和４年度も申請が多

く、補正予算で対応。 
バスロケーションシステム 

（北上駅西口バス待合室内） 

農業用アシストスーツの例 

（イメージ写真） 



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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7月20日      後援会通信No.56発行 8月30日 相去地区市政座談会 9月12日  一般質問 

 22日 第27８回７月臨時会議・全協 30日     決算概要説明会 １3-14日 一般質問 

 25日                   川岸商店会研修会 31日     議会運営委員会 １4日     議会全員協議会 

29日            総務常任委員会[ｵﾝﾗｲﾝ]    〃      新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策会議 16日 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策会議 

31日 北上三曲合奏練習 9月 1日 第27９回９月通常会議［初日］  20日 議会全員協議会[議長招集] 

8月 1日             鬼柳地区自治協議会ﾋｱﾘﾝｸﾞ    〃  決算特別委員会全体会    〃 決算特別委員会全体会 

  10日               北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 2日 白山神社例大祭神事   22日 議会運営委員会 

1１日             会派例会[ｵﾝﾗｲﾝ]  5日 議会全員協議会[議長招集]    27日 ９月通常会議［最終日］ 

15日              北上ﾕﾈｽｺ平和の鐘を鳴らそう     〃  決算特別委員会第一分科会    〃 議会全員協議会 

１8日              議会運営委員会  6-7日 決算特別委員会第一分科会  28日 各派代表者会議 

〃              総務常任委員会   7日  市政調査会幹事会 10月4日 陸前高田市視察 

  26日 岩手中部広域行政組合臨時議会  9日  北上ﾕﾈｽｺ協会理事会   6日        市政調査会議員研修会 

  28日 次世代と語る会[会派主催] 10日            相去境塚愛護会赤石鼻草刈り 18-19日 全国市議会議長会研究会 

   22日 総務常任委員会   8日  総務常任委員会    〃 ﾛｰｶﾙﾏﾆﾌｪｽﾄ議連東北勉強会 

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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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。 


