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に泣二]二]/-r-固|昨年の夏は参庫院選挙

があり、私たちが推薦した社民党の｢吉田

ただとも｣候補は辛くも当選。秋～冬は久

保県議の再選に向け取り組んできました。

　いよいよ告示３週間を前にして、３月11

日の大地震。選挙も延期され、生活も一変

しました。

発行所／社会民主党全国連合機関紙宣伝局

佐藤ヶイ子後援会　岩手県北上市

四大震災では停電とガリ不足沿岸に

は比べられないものの、北上市内でも道路橋りょう、体育施

設、公民館施設、個人宅でも大きな被害があり、容赦ない自

然のエネルギーをマザマザと感じさせられました。

　普通の生活がどれほど幸せなことか再認識しながら､救援

物資を集め沿岸に盾けたり、カンパ活動を行なったり｡募金な

ど取り組んできました。

　沿岸部の復興は、まだまだこれからです。今後も長期間の

支援をしていかなければなりません。△

回(回昨年の夏以降､｢経営改革｣として、税率アップや使用

料の見直し、施設地域移管など多くの課題が示されました。

皿夏高原キー場への補面金約∽

万円に対し､補助金を削除する修正案を６人で提案しました。

スキー・場は､全国的に経営困難な状況であり、当面の継続だ

けではなく根本的な活用のあ｡り方を検討し具体化する時代に

なっています。

皿定産こ私

当初から県内一高い税率には反対であり、説明責任を果た

すため、一年間の延期を主張していました。

　ごのままでは、否決もやむを得ないと思っていましたが、県

内他市並みに引き下げての提案で驚きました。さらに私は、

実施年度を遅らせても改革推進債の許可が出るよう、県への

要請を提言し､結果、県も承諾し､修正案提案となりました。

　税率アヅプは誰でも困りますが､土地開発公社清算にかか

る改革推進債許可のタイミングを逃されないため、ギリギリの

選択でした。

　また、地区交流センター使用料条例が提案布れましたが、

本来の目的である地域活動の促進や、交流センターとの調

整不足などを指摘し反対しました。現在、多くの不満が出てお

り、見直しに向けて取り組んで生きたいものです。

匹伊藤市長最後の議会市長選

ため骨格予算となっているものの、社会保障関係費や公

債費負担が大きくなり､5.3%の伸びの321億円(特別会計
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も合計すると485億円)の予算となりました。代表質問で

は、新市長の政策財源枠も質問しましたが、大変厳しいと

曖昧な答弁。その後大地震で、震災対応に追われまし

た。

皿新市長の施政方針演述を受け政

策評価システム、震災対応、経営改革継続の問題、夏油

高原スキー場の対応など、新市長の答弁が注目されまし

た。

　補正予算には、夏油高原国有林野借上げ約960万円が

計上されており､昨年９月議会の経過もあり。質疑が集中

しました。

　スキー場を岩手南部森林管理署から市が借り受けるこ

とにより約半額となり､夏油高原開発に無償貸与するとい

うもの。市はスキー場施設を所有しており､最終的には山

の回復義務を持っているので､土地にも貴任があります

が。スキー客減少の時代に今後も運営のあり方が課題と

なります。

　副市長人事について、今回から起立採決することにな

り､副市長の職務について質疑しました。特に第三セクタ

ー問題専任の任用が、副市長の職責として妥当なのか、

本来任務のあり方など質疑しました。副市長個人につい

ては､識見･経験等敬服ですが、三セク処理特化に対し、

積極的な賛成はできず採決時には退席しました。

　この件について、賛否双方のご意見を頂いています。

暑気払いにみんなで生ビールを飲もう！

毎年好評の佐藤ヶイ子を茜む

納涼パーティーのご案内

とき　7§22日(金)午後６時30 分

ところ　江釣子地区交mi?ンター(大ホール)

会費　男性2.000円・女性1,000円

　　～歌・踊・抽選会あり・とび入り歓迎～

誰でも入場できますレお誘いあわせの上ご参加願います。

総会は午後時～です　



この１年間の一般質問

スペースの関係で質問項目のみ紹介します。

平成22年９月議会

1.｢経営改革｣の課題

　･固定資産税の税率アップは、説明責任を尽くし、

　１年間の延期を。

　･地元移管対象の体育施設は、単独の行政区だ

　けで使用しているものではない。屋根やフロアー

　等大型の支出が見込まれる中で、移管するべきで

　はない。　　　犬

2.保育の充実について

　①保育施設一一北上は無認可保育所の数が特

　段に多く、保育所が不足している。市街地の保育

　所整備､黒沢尻保育園などの改築計画で定員増

　を図るべき。

　②保育士一一―公立幼稚園･保育園における臨時、

　非常勤職員が多く、クラス担任もあるので改善を。

　園長、副園長は、専門職としての能力を活用させ

るべきであり、各園での財務事務改善を。

　③保育料一一近隣の市に比較すると、どの所得

　階層でも保育料が高い。軽減率の見直しを。

匯置引巫顛
ｔ行政評価について

　事務事業評価が予算編成に連動せず、事務の負

　担感が大きい。評価対称事業をしぼるべきではな

　いか。決算審査と連動して、外部評価の検討を。

2.みちのく芸能まつりについて

･インターハイ

とまつりの日程

重複があるが、

宿泊施設の調

整は大丈夫

か。

･第50回記念

　の特徴的な計画はあるか。　51回以降について、

　どのような構想(日程･場所･市民パレードのおり

　方)を持うているのか。

3.学校給食について

①望ましい学校給食----一一学校給食法が改定され

　食育の推進、食の文化伝統。生産流通などの理

　解も目標に加えられている。｢生きた教材｣を活用

　する意昧でも、地場産品の活用拡大を。

　②地場産品活用一一地場産を食材ベースで、全

２

国平均21% (2004年度)から30% (2010年度)ま

で増やすべき。市内３ヶ所の給食センターは大型

のため、地場産品活用に限界があるのではない

か。

③中央給食センター－一一施設の維持管理や建

設計画は○

④一食炊飯－一中央･北部給食センターの二食

炊飯は、食味、委託費などの課題があり、10年前

に指摘している。自校炊飯の導入事例を検討す

べき。

四顧

1.持続可能な行財政運常

について

①政府予算の対応

・｢市民公益税制｣への対応

にづいて

･子ども手当ての地方負担に

ついて

②経営改革の課題

･新市長の政策予算の留保財源はo

･公契約条例で官制ワーキングプアーの防止をo

･税率アツプに対し､周知や説明のあり方の工夫をo

2,子育て支援について

①保育園･幼稚園整備計画を示せｰ‐―‐‐‐‐23年度に

市街地北部地区に民間保育所を設殼し､24年度か

ら開園の見込みであるo黒沢尻保育園は､24年度

新築で定員増を図るo

②企業による子育て支援の奨励を‐―フアミリーフ

レンドリー企業の表彰制度や､市独自の表彰制度を

設けるべきではないかo

③子ども条例策定を一―子どもの権利を守り健やか

に育てる意識や環境づくりは､北上の将来をも決定

するものとなるのではo

3,地域医療について

　済生会病院は、救急や周産期･小児医療など中

核的な病院である｡準市民病院と位殼づけ､継続的

な支援を。

4,産業―雇用の課題について

①繁急雇用対策事業は３年目をむかえるが､成果と

課題はo新年度の計両の特徴はo

②2I年度からコンぺンシヨン事業の調査を行なつて

いるが､設立の見通

急避難的に補修に取り組むべき。

包
９
　

③中央学校給食センター－－

スト優先ではなく直営での施設

備で地産地消を。



皓飴あれごれ

９月28日岩手県婦人大会(八幡平市)
　Npo 法人岩手県地域婦人団体

協議会の大会があり、県内から

1000人近い女性たちが安比高原

に集まりました。

　「私たちの婦人会活動」として３

人が発表。私は「北上市のごみ有

料化と私たちのごみ減量」を発表

し、有料化だけでは改善しないごみ減量、有料化前の
意見反映、有料化後も継続した意識化、団体が声をか

けあい意識啓発を…という趣旨で発表しました。

２月10日から議会報告会
　２月10日から江釣子６区、江

釣子５区、江釣子３区で県政市政

報告会を行いましたレ

　固定資産税のアップ間題と開

発公社精算の関係､地域移管施設

や学童保育所の補正予算の中身

などを説明しました。

久保県議は、知事の政治姿勢の問題、ipp問題、高校

再編や県立病院の無床化問題などを話していました。

　参加者からは。施翠の地域移管岬不満、福祉や農業

施策。財政問題などの質疑があり、貴重な意見交換で
した。

　３月21日救援物資を大船渡へ

搬送、被害を実感！

　３月21日、社民党北上総支部とし

て救援物資を積み、大船渡へ行って

きました。前日の昼に大船渡の平田

市議の消息が判明し、平田宅に避難

している人たちに救援物資が必要

というごとで。急きよ物資提供を呼

びかけ、半日で食糧品･、灯油、水、

カセットコンロやボンベ、衛生用品、下着‥･たくさん

の物資が集まりました。

　現地の避難所には物資が届くものの、個人の避難所

には届かないごと、ガソリンが無い事の問題を訴えて

いました。平田さんは、自宅と

公民館で被災者支援活動をし

ていました。

　帰りは陸前高田を廻ってき

ましたが｡美しかった高田松原

や市街地の面影はな＜、テレビ

で見る以上に被害が甚大で言

葉もありませんでした。

　今後はカンパ活動など長期的な支援に取り組んでい
きます。

３

　４月２日学童保育所入所式

　江釣子学童保育所の入所式は、地震の影響で一週間

遅れでの開催でした。
　12年前に江釣子神社社務所

を間借りして立ち上げた時は、

30人弱で細々と開所しました

が、保護者や指導員の熱意があ

ふれていました･。

　その後毎年児童が増え、ここ

数年は1 1 0数人となり、数年

前には隣接して二階建てのプ

レハブも建ちました。今は国の補助制度が変ったため、

二つのクラブに分割し、「ひまわりクラブ」と「おひさ

まクラブ」として運営しています。

　このたび１月臨時議会で2600万円の補正がつき、「ひ

まわりクラブ」は小学校敷地内に移転建設されること

になります。（繰越明許で2 3年度事業）江釣子学童は、

小学校の敷地と江釣子神社の敷地に分かれるものの、

保護者たちの願いも少しずつ確実に実現している状況

です。開所に関わったものとしては、感慨深い入所式

でした。

５月11日「市民と議会をつなぐ会」

議員が４班体制で、16地区交流センターを４日間で
意見交換を行うもので、昨年の秋

に続き２回目となります。

　地震対応不備や、敬老会補助金

の確保、財政問題、学校評価の件、

駅前駐車場の件、有線テレビ合併

の件、遊休公共施設の件など多く

の意見を頂きました。
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　どの会場も参加者が少なく、皆さんに参加してもら

うのは大変なことです。

　６月30日　脱原発学習会

　６月3｝日は、久保孝喜県議が「私たちの知らない原

発」と題して講演を行ないました。

　今回の東電福島原発の事故とチェルノブイリを比較

し、深刻な状況でありながら正しい報道がないこと、

政治の怠慢と経済界の癒着。隠されたコスト問題、ウ

ソの電力受給率など話されました。

　講演の後での懇親会では。寸劇や余興もありました。



みtA^さんの参加を3i願いし寥す

「結の風らぷそでい」北上公演を成功させる100人委員会

　　　　　「結の風らぷそでい」

　日時　７月23日（木）

　場所　さくらホール（大ホール）

　前売券　大人3.000円（当日券3,500円）

　現代社会が抱える「食と農」を切り口にした社会派
人情喜劇。農地解放から現在の農業問題を振り返り，

食料自給率やTPP問題にも迫ります。

　口内町出身の昆野美和子さんの演技にも注目です。

北上市地域婦人団体協議会設立20周年記念大会

　　　文化講演会＆コンサート

時
所

日
場

７月30日(土)午後１時30分～

さくらホール(中ホール)

　　　　　　入場料無料･整理券が必要です

オープニングコーラス(市婦協コーラス隊)

記念講演中津倣子先生(歴史作家･北上しらゆり大映)

　　　　　｢光は東北から･北上から｣

　　　　　　　やヽ・地域の文化をささえた女性たち～

きよみコンサート

　～ふるさとの母に贈るうた～

　(マンドリンシンガー･北上市出身)

第２部(16:30)記念式典

第３部(18:00)記念祝賀会

おすすめ映画鑑賞

　様人会映画会｢大地の詩｣

　　　　　～留岡幸助ものがたり～
　　　　　｀平成23年度児童福祉文化賞受賞

私立児童自立支援施設「北海道家庭学校」を創設し

た社会福祉事業家の留岡幸助は、“不良少年更生の

父”と呼ばれている。その留岡幸助の半生を描く物

語。

出演：村上弘明（陸前高田市出身）、工藤夕貴ほか

村上弘明さんは、「この映画が応援歌になることを祈
つています」

　期　日

　場　所

とメッセージを寄せています。

　10月10日（月）（祝日）

　さくらホール（大ホール）

詳細検討中

　　　　　８月20日(土)

　　　北上商工会議所において

県議選の総決起集会を行う予定です。

　　　　　　詳細は企画中

４

龍原発・自然エネrtギーヘＱ転換を
社民党脱原発アクションプログラムに､詳しい数

字が掲載されています。抜粋紹介。

四　３月11日の東日本大

震災により、東京電力福島第一原発は全交

流電源喪失。１号機、２号機>3号機すべて

の燃料が溶け落ち、メルトダウン。大量の放

射性物質が放出され､人々の健康､農業､酪農､漁業など

に影響を及ぼし、日々の営みを壊してしまいました。史上

最悪と言われたチェルノブイリ事故と同じ｢レベル7｣と評価

され、今なお収束の見通しがつきません。

　今までの｢絶対安全｣｢多重防護｣は何だったのでしょう

か。さらに､今後10万年も放射性物質を守っていくなんて

できるのでしょうか。

　

　原発推進と規制は経済産業省にあり、行政･研究機関･

　メーカー･電力会社･関連企業によって｢原子カムラ｣を

が自治体に。ハ

コモノを作らせ、維持費が財政を圧迫。原発増設で悪循

環へ。

行き詰まりの「核のゴミ」問．

　54基の原子炉から毎年1000トンの使用済み核燃料が

　生じる。青森県六ヶ所村再処理工場は満杯状態。

　鰍した核郷|料サイクル計

　使用済み核燃料を再処理し、プルトニュームやウランを回収'

　し使用する計画は、実用化されていない。福井県の｢も

　んじゆ｣は事故を起こし、再開のめど立たず。　‥

匯獅博三和和雁幄

　４枚のプレートといたるところに活断層がある日本列島。

　原発の耐震基準や津波対策の不備が露呈。

核廃棄物処理運搬､パイプ配管補修､スラッジ(ヒドロ)

かき出しなど300種以上の仕事は、下請け労働者。最新

鋭のコンピューターで動いていると勘違いしているが､手

　作業なくして動かない原発。
匯璽回回

　今まで、使用済み核燃料処分や再

　処理費用、電源三法交付金などの

　巨額費用を含まず計算。原子力発

　電は低コストではないことが明白。

獣阻西垣
　電力需要がひつ迫するのは。１年間で10鋳間分だけ。し

　かもピーク時電力の９割は産業需要。大口需要家との

　調整で停電は避けられる。
匹/

発は国際的な流れ。

ネルギー基地

東北は、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱など自

然エネルギーの宝庫。復興の柱として、自然エネルギー

の促進をはかる。促進のためには､スマートグリッド網の

普及(地域分散型の小規模電源を管理分配)、自然エネ

ルギー全量買取制度の強化、発送電の分離を。


