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三宅やすし

早稲田大学マニフェスト研究所では、毎年「議会改革度ラ
ンキング」を発表しています。これは全国の都道府県議会に
アンケートを送り、次の３項目を基準とし、その中の細分化
した項目を数値化し評価しているものです。
(1) 情報共有
本会議等の議事録や動画、政務活動費・
視察結果の公開等
(2) 住民参加
傍聴のしやすさ、議会報告会等の実施、
住民意見の聴取等
(3)議会機能強化 議会本来の権限・能力を発揮するため
の機能強化状況等
2016年度(平成28年度)は､全国1,347議会から回答があった
そうで、北上市議会は｢66位｣でした。その前年度が｢34位｣
でしたので、ランクを少し落とした訳です。
因みに、全国1位 北海道芽室町議会、2位 滋賀県大津市議
会、3位 三重県四日市市議会です。 県内では 紫波町議会が
37位で県内でトップ。56位 久慈市議会が県内２位。県内３
番目に北上市議会。 85位 岩手県議会、122位 滝沢市議会、
149位 陸前高田市議会、176位 一関市議会、188位 宮古市議
会、199位 矢巾町議会、225位 大船渡市議会、283位 遠野市
議会となっています。上位300位までしか発表されないの
で、ここに記載されなかった県内の議会は回答しなかった
か、301位以下という事になります。
これは、ある一定の『ものさし』で評価しているだけで、
ランキングと、住民の理解度等とは、必ずしも一致している
訳では無いと思います。しかし、議会内部での努力成果を表
す指標の一つとして参考となるものであり、このランキング
の上位を目指していきたいものです。
ランクを上げるだけなら、調査項目だけ改善するよう取り
組めば良い訳ですが、北上市議会ではランクを上げるのが目
的ではなく､市民に開かれた議会､市民に分かりやすい議会､
政策提言できる議会を目標とし､議会改革に取り組んでおり､
その結果がランキングに反映されるものと考えています。
私が委員長を務めている｢広聴広報委員会｣は、北上市議会
の中でも議会改革の一部を担う重要な委員会であり、今年度
から議会モニター制度を導入しました。今年度は、インター
ネット中継と、議会ホームページの根本的なリニューアルに
取り組んでおります。

１
1

２
2

北上市議会議員

三宅やすし後援会通信

第３７号

平成２９年７月１５日発行

第222回6月通常会議
今回の議会で、三宅やすしは 次の２項目について 一般質問を行いました。
その質問のポイントを紹介します。
ふるさと納税について
質問
答弁

質問
答弁

質問

答弁

質問
答弁

ふるさと納税について、当市の実態と課題は。
H26年 約1億4,000万円。H27年 約5億7,000万円。H28年 約7億
2,000万円。寄付が年末に集中する為、返礼品の品切れや発送
に遅れが生じた。
市民の寄付状況は。市内消費型返礼品の見直しは。
H28年の市民寄付は、6,961万円･704人、この内486万円
･137人が当市に対してふるさと納税を行った。
市内飲食店利用等の市内消費型の返礼品について、市
民の割合を個別調査していないが、見直しにより今後
市民の割合は減ると思われる。
総務省からの通知への対応は。全ての項目について、
従わなくても良いのではないのか。
総務省からの通知項目の中で、返礼品の割合を現在の４割から
３割へ引下げる事、と市民に対する寄付返礼品は無し、という
点は、H30年２月から実施する予定。市内で製造しているカシ
ミア等の高額返礼品については、問題無いと考えている。
事業者の販路拡大と法的な制限は。制度廃止に向けた方向性と
担当組織は。
返礼品事業者には、個人情報保護等について説明している。
一般の通信販売とは異なり、販路拡大が難しく、カタログの同
封等を実施する程度のようだ。ふるさと納税制度が廃止される
とは考えておらず、総務省のルールの中で地域振興に役立つよ
う、観光コンベンション協会と共に実施していきたい。

野菜部門で返礼品第１位の
北上産野菜セット

幼稚園保育園等の施設整備について
質問
答弁

質問
答弁

質問
答弁

幼稚園・保育園の今後の整備予定は。
市立黒沢尻幼稚園は、H30年移転新設の予定。市立横川目幼稚
園と市立横川目保育園は、地域の要望もあり、事業計画には
無かったが、民営化も視野に入れて、認定こども園化を地域と
協議中。
市立南保育園について、移転新築や民営化の考えは無いか。
他に老朽化が進んでいる施設も多く、予定は無い。地域からの
要望等があれば、相談には応じる。
私立保育園などを建て替えたりする場合の補助は。
４月に民営化し移転新築した｢いいとよ保育園｣の場合、全体事
業費が約４億円に対し、国の補助率 2/3で、補助対象部分につ
いて、約１億5,300万円。市の補助率 1/12で、約1,900万円。
新たに私立保育園の改築等の相談は 今のところ受けていない。

北上市立南保育園
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議会のトピックス
通年議会となって、常任委員会の開催回数も増え新たな活動も増えました。
新たな活動や議会についてのトピックスをお知らせ致します。
「議会モニター制度」スタート

議会モニターへの委任状伝達

議会モニターとは、一般市民に委託して、議会の本会議や委員
会の傍聴、ケーブルテレビによる議会中継の視聴(録画含む)、議
会だよりや議会ホームページの閲覧等によって、議会に対して気
が付いた点等をご報告して頂く制度の事です。岩手県内では紫波
町議会がいち早く取り組んでおり。北上市議会も、平成27年度に
試行した結果、平成29年5月から本格的にスタートしました。
広聴広報委員会が企画担当し、モニターは一般公募され、現在
18名の方々が登録されました。5月23日には委任状伝達と議会の仕
組みの説明、議場見学を行い、6月通常会議では、たくさんのモニ
ターさんに傍聴して頂きました。今後、忌憚の無いご意見を頂戴
し、議会運営をより良い方向に改善し、市民に分かり易く、見え
る議会となるよう努めてまいります。

コミュニティＦＭをめぐる議論の背景

コミュニティFMのスタジオ
(他局の事例)

１月の臨時議会でも話題となっていたコミュニティＦＭに関連
し、６月通常会議では､施設整備を行う為の事業費約8,400万円が
計上され14対11で可決されました。今回が事実上最後の審議にな
りますので、㈱北上ケーブルテレビを委託先としてコミュニティ
ＦＭ局が開設される事になります。
今回の補正予算に対しても修正案が出され、原案も含めそれぞ
れに質疑や議論の応酬がありました。論点の一つとしては、委託
先事業者であるケーブルテレビの事業計画では不安が残るという
点です。新たな計画案では､初年度の売上げ予定が約3,300万円で
あり、その内、市からの番組提供料が1,200万円と1/3を占めると
されています。しかも市の行政放送は、平日の5分間×8回の計40
分だけです。これは、平日の自主放送番組時間が約11時間ありま
すが､その６%程度しかありません。答弁では、初年度は全ての番
組にスポンサーが付かない恐れがあるためと説明していますが、
５年後の売上げ予測も5,000万円余と相変わらず市からの割合が高
くなっています。他にも色々と指摘された事項は沢山あり、アド
バイザーが付いた上ですら、この様な計画しか出されなかった点
が懸念材料の一つとされました。
この補正予算の採決前に、議会運営委員会において、自由に意
見を言い合える｢議員間討議｣を実施すべきと提案がありました
が、過去において議論は尽くされたという意見が多数を占め、実
施されませんでした。議会は議論をする場であり、もっと深める
べきだったのではないかと思います。
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三宅やすし及び後援会の主な活動
4月12日 後援会通信No36発行

4月28日 市政調査会・ｽﾎﾟｰﾂ議連総会

5月26日 議会全協・広聴広報・他

15日 柴田町さくらマラソン

29日 消防演習

29日 川岸商店会研修会

17日 市政調査会幹事会

30日 戦没者追悼式

31日 北上地区ﾀｸｼｰ組合総会

１８日 教育民生常任委員会

5月 6日 つくしクラブ開所式

〃 南部地域農業再生協議会総会

6月 4日 相去町民運動会

9日 後援会事務局会議

19日 議会改革推進会議

５日 広聴広報委員会広報部会

10日 議会全員協議会・広聴部会

〃 市民観桜会/自治協代議員会

8日 ６月通常会議[初日]

1２日 会派例会・北上ﾕﾈｽｺ理事会

１３日 広聴広報委員会広聴部会

13日 市政報告会[大堤西文化ｾﾝﾀｰ]

20日 相去防犯協会総会
21日 広聴広報委員会広報部会

14-16日 ６月通常会議[一般質問]

15-6日 議員セミナー[神戸]

〃 相去地区境塚愛護会役員会

16日 教育民生常任委員会

１７日 臨時会議・正副議長報告

23日 3月通常会議[最終日]・閉会

23日 花巻マラソン

20日 議会改革第二ｽﾃｰｼﾞｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

29日 広聴部会勉強会

25日 教育民生ふくしあ分科会

23日 県ﾀｸｼｰ協会・ﾊｲﾀｸ共済総会

26日 議会だより正副委員長校正

24日 会派例会

２7日 広聴広報委員会広聴部会

2５日 北上LC例会[屏東報告会]

ジャンボタクシー・介護タクシー

7月 4日 広聴広報委員会広報部会
6-7日 市民と議会をつなぐ会
１１-１２日 市民と議会をつなぐ会

０１２０-００-３２６８
０１９７-６３-2200

☆☆☆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。
［時間(10～50分位)やテーマはご相談に応じます］
●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

バックナンバーの在庫については後援会へ

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
電話:0197(67)1819
FAX:0197(67)4227
Email
miyake12@gmail.com
URL
http://miyake.on.coocan.jp/
ｷﾘﾄﾘ
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。

三宅やすし後援会入会申込書
ふりがな

住 所

氏 名

電話番号

性別

〒

男・女

〒

男・女

生年月日

