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◆トピックス～夏油高原スキー場の維持管理 

北上ライド新城１００ 

に参加した三宅やすし 

三宅やすし  

 夏油高原スキー場は、平成５年12月に国際興業(株)を主体

とする第三セクターで開業し、その後、施設は北上市に譲渡

され、経営は北海道の加森観光(株)が行っていました。しか

し、その後撤退し、平成25年から公募によりクロスプロジェ

クトグループの(株)北日本リゾートが公設民営方式により運

営しています。入込客数も回復の兆しをみせてきたところ、

新型コロナ禍で反転し、落ち込みましたが、現在は再び回復

しつつあります。 

 また、(株)北日本リゾートは今シーズンから奥州市の国見

平スキー場も運営していくことになったようです。 

 夏油高原スキー場の施設は全て北上市の所有となり、その

維持管理も軽微なものを除いて市の負担となりますので、令

和５年度には開業から30年を迎える事になり、今後の施設の

維持管理計画が示されました。この維持管理計画は、令和５

年から10年間のゴンドラやリフト、ゲレンデ整備車、スキー

センター、発電施設、温泉施設などの改修計画の概要です。 

 夏油高原スキー場は、私も設計段階から関わっていました

が、当時、設計所長が国際興業(株)の社長の親族の方で、費

用対効果をあまり考慮されない設計となってしまいました。

例えば、スキーセンターのスーパードーム天井付近のガラス

は１枚として同じ形状はありません。その他にもデザイン的

に凝った意匠が随所に散りばめられていますので、維持管理

費も膨大になると思われます。 

 計画では、毎年約１億円から１億８千万円程度かけて改修

などを実施していき、10年間総額で14億１千万円余を見込ん

でいます。当市にとって唯一の冬の観光地でもあり、適切な

維持継続が望まれます。 

市議会YouTubeページ 

三宅靖の一般質問 

 北上市議会は、北上ケーブルテレビでの生中継及び録画放

送を実施しており、YouTube の北上市議会公式チャンネルで

も録画配信しております。今までは、発言している人物だけ

を映していましたが、今後は発言内容を分かりやすくするた

めに、図表や写真などの資料も人物の横に表示できるように

なりました。今回は試験的に２名の議員が資料表示を行いま

した。三宅やすしも資料表示した一人ですので、是非、左の

ＱＲコードまたはパソコン等で検索してご覧ください。 

※ 議会中継に資料表示の試験放送を実施 

YouTube 三宅靖 
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 12月議会で三宅やすしは２項目について一般質問を行いました。主な質問内容

と答弁をご紹介します。 

第281回12月通常会議 

小学校のスキー教室は用具類の負担が大きく廃止する学校が 

 増えてきているが、支援を強化する考えは。 

学校からの支援要望などがあれば検討したい。 

「スポーツタウン北上市」というwebサイトは、情報に不備が 

 見られるが管理体制は。 

スポーツ情報のプラットホームとなるように設置したものだ 

 が、特に今年度は管理が行き届かなかった。今後は、適切なタイ  

 ミングで情報が得られるように改善していきたい。 

「アプリを活用したイベント」とは。 

スマホアプリを利用した５月の「さつきラン＆ウオーク」と10月 

 の「オクトーバーラン＆ウオーク」という、走ったり歩いた距離 

 などを競うイベントに参画している。スポーツ習慣化や体力向上 

 につながるものであり、引き続き活用していく。 

10月の「ランフェスきたかみ」と11月の「北上ライド新城100(自  

 転車イベント)」では飲食イベントも併設したが、反省点は。 

ランフェスの際の飲食やスポーツ体験などは評判が良かったよう 

 だが、北上ライドではマルシェが２種類開催され、同じ食材の出 

 店が複数あるなど課題も多くみられた。北上ライドは来年度の開 

 催は未定だが、主催が市外の財団法人で、報告書が出される事に 

 なっているので、共催した当市と北上観光コンベンション協会と 

 でしっかりと振り返りを行いたい。 

スポーツ推進計画について 

令和4年度の県要望の 

北上金ヶ崎パシフィクルート 

スポーツタウン北上市のトップ画面 

北上ライド新城１００の 

スタート直前の様子 

（展勝地レストハウス前） 

沿岸への物流ルートについて 

当初の北上金ヶ崎パシフィックルートには、「(仮称)新国見橋」が 

 含まれていたが、橋の新設があると実現性が低くなるという理由 

 で令和３年度には、既存の江崎大橋を利用するルートに変更され 

 た。しかし、令和４年度には、新たに「（仮称）新金ヶ崎大橋」が 

 追加されたルートも加わったが何故か。 

早期実現の為に、金ヶ崎町と奥州市を含めた共同要望とした。 

 金ヶ崎町と奥州市の要望として「（仮称）新金ヶ崎大橋」が出され 

 たもので、当市の要望には含まれていない。 

元の通り北上市単独要望に戻してはどうか。 

実現性を高める意味で、三市町共同の方が効果が高い。 

10月に「東北横断道北上JCT江刺田瀬IC間整備促進期成同盟」を設 

 立した背景は。 

現在は花巻JCTを経由しており時間ロスが多く、様々な課題解決を 

 図る為。しかし、実現には相当の期間を要すると思われる。 
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議会のトピックス 

12月議会では、大きく賛否が分かれるような議案はありませんでした。 

補正予算の中に、農家に対する物価高騰対策が２事業盛り込まれました。 
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一般会計補正（第10号） 

■出荷用野菜苗購入支援事業 

 様々な物価高騰が続いており、野菜苗の価格も上昇している事

から、特に北上市の重点振興作物のうち、主として苗として購入

する４品目の出荷用野菜苗の購入費を補助するもの。 

 ・対象品目：ピーマン、トマト、ミニトマト、キュウリ 

 ・対象者：野菜を出荷する農業者 

 ・補助額：購入価格×最大5%（前年度価格からの上昇の範囲） 

■畜産農家経営継続支援給付金 

 ウクライナ情勢や新型コロナ禍の影響もあって、飼料価格、電

気代、資材等の高騰による影響が深刻となっており、全国的にも

畜産営農が危ぶまれている。この影響緩和の為、国、県の支援に

加えて給付金を支給するもの。 

 ・対象家畜：肉用牛、乳用牛、豚 

 ・対象者：畜産農家(82経営体) 

 ・支給額（1頭当り）：肉用牛11,000円、乳用牛12,000円、 

       乳用育成牛2,000円、繁殖豚1,000円、肥育豚800円 

税の原則は「公正性」 

畜産の様子 

（イメージ写真） 

固定資産税誤賦課問題 

 第57号の巻頭言でも取り上げましたが、北上市では平成３年度

の三市町村合併時から、木造家屋の評価について、本来は総務省

が告示した区分に従って固定資産税を課税すべきところを、１つ

の区分だけで課税していました。これは、市の顧問弁護士による

と「市内の全てに一つの区分が使われており、不公平なものでは

ない」という見解であり、「違法ではない」と主張しています。 

 しかし、総務省からは「総務省告示の固定資産評価基準につい

て、それ以外の方法は想定されていない」との回答もあり、地方

税法違反の疑いが濃いものです。 

 また、平成24年に課税についての新しいシステムを導入した際

に、平成20年度以前の木造建物については、総務省基準の区分に

よる課税に修正するには正確な金額にならないとして、そのまま

継続し、平成21年以降の新築建物には、総務省基準に沿った課税

を実施するようになりました。これは２種類の課税方法が共存す

る事であり、一般的には地方税法違反になると思われます。 

 しかし、この点についても市の顧問弁護士の見解は「平成21年

に建築したものから新システムで対応し、それ以前のものは今ま

でと同じ計算方式で対応することは不公平とは言えない」との事

でこれも「違法ではない」としています。 

 これらが違法かどうかの判断は裁判しかないかもしれません。 



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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１０月20日      後援会通信No.5７発行 11月14日 市政調査会幹事会 １２月12日 北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 

 2１日 議会全員協議会 16日     市政調査会議員研修会  14日  議会運営委員会 

 26日                   議会運営委員会 １７日     総務常任委員会  16日      12月通常会議［最終日］ 

29日            佐藤正昭氏を偲ぶ会 20日 後援会市政報告会  〃 議会全員協議会 

30日 相去ふるさとまつり  25日  中部クリーンセンター見学  〃 議会運営委員会 

３１日             第280回10月臨時会議   〃 岩手中部広域行政組合臨時会  19日   平和フォーラム総会 

  〃               会派例会  〃     〃   全員協議会 26日           議会改革議員推進会議研修 

11月 4日             総務常任委員会    27日 第２回次世代と語る会[会派] 〃 各派代表者会議 

6日              北上三曲演奏会 28日    議会運営委員会 1月 1日 白山神社元旦祭 

１0日              北上地区ﾀｸｼｰ組合十日会 １２月 1日 第2８１回１２月通常会議［初日］ 5日 市勢功労者表彰式 

  〃              相去自治協国見橋説明会 5日   総務常任委員会 7日 消防団出初式 

  １３日 北上ライド新城100   9日  各派代表者会議 11日 議会運営委員会 

  14日 議会全員協議会 12日   会派例会 １５日 石垣島マラソン 

   １１日 ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ導入説明会 ７-9日    一般質問 8日 ２０歳のつどい 

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 
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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。 


