１億4,120万円

年４月から北空知衛生センター組合

に統合し、その事務を承継すること
となりました。

なお、統合後においても火葬に関

などは、今までと変更はありません。

※

補正予算

ふるさと納税申し込み増加などに
より、平成30年度一般会計を補正

＜歳出補正事業抜粋＞

■あけぼの保育園の施設整備に対す

って北空知葬斎組合を解散して、同

地元に就業された方の奨
学金返済の一部︑または
全額を支援するなどして
います︒
この制度は︑現役世代
の移住・定住促進︑労働
力不足にある事業所の課
題改善に効果があると考
えますが︑一定規模の財
源が必要となるため︑ま
ずは他の市町村の状況を

研究するなど︑提案のあ
った制度を含め大学生等
の定着に資する取り組み
を検討したいと思ってい
ます︒

自主防災組織と避
難訓練の重要性
災害時には自助・共
助・公助が重要である︒
当市では︑主に豪雨災害

■地域資源活用農畜産物処理加工施

１億2,900万円

設整備事業

が想定され︑特に地域で
助け合う共助が重要とな
る︒自主防災組織の充実
と避難訓練が必要と考え
るが︑市の考えを伺う︒
現在︑自主防災組織
は市内に３つあり︑市は
これまで各町内会に対し︑
組織設立に向けた検討を
依頼してきましたが︑引
き続き︑町内会連合会の

他事例を研究・検討したい

移住促進に奨学金返済補助

る市補助金

1億4,000万円
■ふるさと納税

600万円

※市議会だよりに掲載しきれなか

った案件は市ＨＰで確認できます。

会議等で防災講話を実施
するなどし︑組織率の向
上に努めたいと考えてい
ます︒
また︑昨年度︑町内会
等が行った防災訓練など
は 回あり︑今後も地域
に対して︑避難訓練や避
難手順の確認活動の実施
などを促していきたいと
考えています︒

■温水プール機器修繕

全会一
致
北空知葬斎組合を解散し、北空知
衛生センター組合に統合

北空知葬斎組合が行う火葬業務に

ついては、今まで以上に効率的で効
果的な広域事務として取り組むこと
を目的に、昨年から、人員体制の見

深川で就労し居住し
た方が︑奨学資金を返済
している場合︑若年者の
移住・定住対策の一環と
して︑奨学資金返済補助
事業を実施し︑若年者の
定住の一助とすべきと考
えるが︑市の見解を伺う︒
奨学資金返済補助制
度を導入している市町村
では︑業種等を限定せず︑

年度当初の予算（当初予算）に、追加・その他の変更を加えるため提出される予算

※補正予算
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の増（11人）による補助金 180万円

19

議決結果：市HP

新光町町内会の図上防災訓練（H29）

■若年者等雇用拡大奨励事業申請者

市内避難所・緊急
避難場所：市HP

＜歳入補正事業抜粋＞

Ａ

その結果、平成31年３月31日をも

（公政クラブ）

た。

鶴岡恵司

議員

直しなどの検討が進められてきまし
つるおかけい じ

する手続や窓口（市役所1階市民課）
Ｑ

規約変更
Ｑ

Ａ
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７月の豪雨被害では︑
一昨年と同じ場所︑また
は︑隣接する場所での被
害が多く見られた︒現在
の北海道の基準では︑設
計に限界があるようだが︑
市の考えと今後の取り組
みを伺う︒
平成 年度の災害と
同じ︑または︑近くで受
けた被災箇所は カ所あ

近接地豪雨被害について

体する場合は︑多額の費
続き北海道に対し︑必要
用が必要となる︒現在︑
な対策の実施要望を行う
市が行っている非農用地
とともに︑北海道開発局
利活用促進事業は︑農地
など関係機関と連携を図
流動化に有効である︒次
りながら︑効果の高い対
年度以降の取り組みを伺
策について協議していき
う︒
たいと考えています︒
本事業は︑離農跡地
農地行政について
を優良農地へと転換・促
農地基盤整備に伴い︑ 進を図るもので︑深川市
離農後の住宅や納屋を解
まち・ひと・しごと創生

効果の高い対策を協議する

りました︒
河川災害については︑
その時の異常気象の状況
や︑河川ごとに被災のメ
カニズムが異なることな
どの条件の違いから︑同
じ箇所でも重ねて被災す
る可能性があります︒
治水事業は︑地元の方
々の安全と財産を守る重
要な事業ですので︑引き

均衡ある地域の発展を望む
持続可能な都市を目指す

察知し︑未然に対策する
設計図として︑深川市都
タープランの見直しや︑
ことが︑行政の立場から
市計画マスタープランを
国が推進する持続可能な
も極めて重要とされてい
策定し︑ 深川駅北地区
都市を目指すために策定
る︒深川市としての所見
する立地適正化計画等の
の土地区画整理事業や︑
研究をしていく考えです︒ を伺う︒
共同住宅の建築などを推
本市では︑子育て支
進しており︑近年では︑
﹃児童虐待﹄を救
援推進室内に設けている
人口減少等に伴うコンパ
家庭児童相談室が︑虐待
クトなまちづくりのため︑ う行政の確立は
まちなか居住推進等の各
児童虐待は﹁予防に
の通告があった場合の児
種施策を実施しています︒ ま さ る 対 策 な し ﹂
︑虐待
童の安全確認︑また︑児
の﹃芽﹄を小さなうちに
童福祉法に基づき関係機
今後は︑都市計画マス

その後変更になった避難
所もある︒インターネッ
トで確認できない人のた
めにも︑最新状況が確認
できるマップを配布すべ
き︒
２年ほど前から各河
川管理者により︑新たな
想定最大規模の降雨に対
応した浸水想定区域図が
随時公表されており︑現

12

総合戦略の対象事業とし
て︑外部有識者である推
進協議会委員からも継続
して実施する旨の評価を
いただいています︒
次年度以降の事業要望
件数は︑現時点で 件と
なっており︑今後は︑要
望内容を見極め︑次年度
に向け予算要望をしてい
きたいと考えています︒

河川の被災状況

関で組織している﹁深川
市要保護児童対策協議
会﹂の調整機能を担って
います︒要保護児童等に
対する支援が適切に実施
されるよう︑支援の実施
状況等を的確に把握する
とともに︑児童相談所及
び関係機関との連絡調整
及び虐待防止の啓発等を
行っていきます︒

深川市都市計画マスタープラン

在︑これらに対応して本
市の洪水ハザードマップ
を見直す予定としていま
す︒水防法第 条３項に︑
﹁住民等に周知させるた
め︑印刷物の配布等必要
な措置を講じなければな
らない﹂と定められてい
ますので︑ハザードマッ
プ見直し後︑配付などの
対応を考えています︒

洪水ハザードマップ

23

深川市都市計画マス
タ ー プ ラ ン で は︑
﹁都市
の将来のあるべき姿を想
定する﹂とあるが﹁プラ
ンあれど具体なし﹂
︒ゆ
えに︑都市計画法の趣旨
から均衡ある地域の発展
へ具体策をどう進める考
えか︒
都市計画法に基づき︑
平成 年にまちづくりの

労働条件確保と入札の関係

策の不徹底等につながる
ことから︑随時︑国の基
準に合わせたルールを定
めて︑ダンピング受注の
防止に努めています︒

最新のハザード
マップに更新を
現在配布されている
ハザードマップは︑平成
年に作成されたもので︑

深川市内の災
害における危
険区域：市HP
深川市都市計
画マスタープ
ラン：市HP

10
議員が深川市の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況及び将来への方針等について所信を質問し、
あるいは報告、説明を求め又は疑問を質問すること。
※一般質問

11

ダンピング受注を防止する

は適切な賃金の支払いが
重要であることから︑賃
金についても︑北海道の
最新の業種別労務単価を
適用するなど︑適切な単
価により工事費用を積算
しています︒また︑入札
執行における請負代金の
額によっては︑工事従事
者の賃金に影響を及ぼし︑
労働条件の悪化や安全対

15

28

深川市が発注する工
事などの入札や随意契約
によるものについては︑
一定額の賃金保障や労働
条件の確保が考慮された
予定価格となっているの
か︒
本市の工事費用の積
算は︑北海道の積算要領
を適用しているほか︑技
能労働者の育成・確保に

Ａ

洪水避難地図（洪
水ハザードマッ
プ）
：市HP

Ａ

Ａ

（公政クラブ）
（新政クラブ）
（民主クラブ）

JR

Ｑ

近沢弘幸

議員
ちかさわひろゆき
お お た こういち

議員

太田幸一

議員

楠 理智子
くすのき り ち こ

Ｑ

Ｑ

17

16

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

深川市議会
YouTube
チャンネル

10人の議員の一般質問を紹介します。
掲載しきれなかったほかの質問は、深川市
議会YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
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国民の健康は国家が
責任を負う︑それゆえ諸
施設運営の最終責任は国
家にある︒多数の公立病
院が抱えている運営の困
難を商業的見地より︑福
祉の観点で見るべく国に
訴えるときと考えるがい
かに︒
公立病院は︑総務省
などによると︑全国の病

国は公立病院運営に責任を

地域医療を担う自治体病
院が安定経営できるよう︑
国に対して強く求めてい
きたいと考えています︒

特別障害者手当の
周知と現状は
在宅介護における特
別障害者手当は︑広く認
知された制度とは言えな
いところがある︒現在の

制度利用状況と︑対象者
への周知を今後どのよう
に進めるのか︒
特別障害者手当につ
いては︑ 歳以上の方で
重度の障がいがあり︑日
常生活全般において︑常
時特別の介護を要する在
宅の方を対象としている
もので︑その支給額は月
額２６︐９４０円︑本年

安定経営できるよう求める

院数の１割程度であるも
のの︑僻地等における公
立病院は全体の６割を占
めているほか︑救急・小
児・周産期などの不採算
・特殊部門に係る医療の
多くを担っている実態に
あり︑深川市立病院と同
様にその半数以上が赤字
経営となっています︒
市としては︑今後とも

家計負担に給食費助成を！

況や︑国の動向も見極め
ながら︑取り組むべき事
業内容について︑調査・
研究を進めていきたいと
考えています︒

シルバークラブ支
援の継続を！
市民にも親しまれて
いて︑行政にとってもな
くてはならない深川市シ

ルバークラブ連合会のス
ポーツ大会は︑今後︑補
助の形が変わると聞く︒
変わらぬ支援の継続を求
めるとともに︑市の考え
を伺う︒
市では︑北海道後期
高齢者医療広域連合の交
付金を活用して︑スポー
ツ大会の実施主体である
シルバークラブ連合会に︑

他市等を研究していく考え

に比べ多額になるため︑
まずは中学生がいる家庭
への給食費助成に取り組
んではどうか﹂との趣旨
と受け止めましたが︑教
材費等の負担と給食費の
負担のあり方について︑
これらを一体的に捉える
のがよいのかということ
も含め︑今後︑国の調査
結果を踏まえた他市の状

道種子条例に農業者の声を
農業団体の意見を確認する
います︒

の見積りに問題はないの
か︒
設計金額は︑北海道
の要領に基づき積算して
います︒工事の入札は︑
東京五輪開催に向けた工
事等により︑全国的に入
札不調が発生しているこ
とからも︑本市に限らず︑
人手不足や資材高騰等に
より︑積算と実勢価格が

13

８月末現在で 人となっ
ています︒
今後の周知は︑広報紙
だけでなく︑在宅で高齢
者などの介護をしている
家庭に対して︑北空知介
護支援専門員連絡協議会
等と連携を図り周知する
とともに︑他自治体の取
り組みも把握し︑周知に
ついて研究していきます︒

深川市立病院

大会経費の一部を補助し
てきましたが︑同広域連
合より︑この交付金廃止
の情報提供が事前にあっ
たところです︒
現在︑市では︑高齢者
福祉の増進に寄与してい
る本大会への補助につい
て︑介護予防事業の一環
として支援を継続してい
くことを検討しています︒

給食の一例

乖離し︑入札不調になる
場合があると考えていま
す︒入札不調による随意
契約の際には︑最低落札
者と発注所管が協議の中
で積算内容を検証し︑適
正な契約が締結されてい
ますが︑この検証結果を
発注所管と共有し︑引き
続き︑公正で公平な入札
制度を構築していきます︒

道種子条例に農業者の声を

20

特別障害者手
当：市HP
平成28年度子
供の学習費調
査：国HP
一般競争入札契
約結果：市HP

Ａ

Ａ

Ａ

（無会派）
（無会派）
（無会派）

12
13

地域限定入札建築
工事等不調の理由
地元業者限定入札で︑
あり得ないはずの入札不
調に伴う随意契約が続い
ている︒落札率 ％超で
談合とも言われたが︑こ
のままだと ％超が常態
化してしまう︒公共単価
95

さ さ き かずお

Ｑ

松原和男

議員
まつばら か ず お
わ

だ ひでたか

議員

和田秀隆

議員

佐々木一夫

パブリックコメントを行
う予定と伺っていますが︑
まずは︑しっかりと内容
を確認し︑ＪＡきたそら
ちや深川市農民協議会な
どの農業団体の意見等も
聞かせていただいた上で︑
種子の安定供給体制がよ
り万全に確立されるよう︑
必要に応じ道に対し意見
等を提出したいと考えて

100

各学校の教材費等に
関する資料により︑市内
中学校の小学校対比の家
計負担が︑全国の小学校
対中学校比の 倍を上回
る 倍以上であることが
判明した︒給食費助成を
中学生から始めてはどう
か︒
﹁本市の中学生の教
育費の家計負担が小学校

北海道は︑種子条例
制定に向けパブリックコ
メントを行い︑各方面の
意見を求める方向とのこ
とだが︑市として︑深川
市農民協議会︑きたそら
ち農協︑農業者︑市民の
声を反映させる対応と方
針を伺う︒
北海道においては︑
条例制定に当たり 月に
10

Ｑ

Ｑ

1.3

Ｑ

Ａ

Ｑ

2.5

Ａ

Ｑ

Ａ
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地域力の創造や地方
再生へ向けた取り組みと
して︑最長３年の任期で
地域活動を担っていただ
いた地域おこし協力隊員
に対する︑定住や起業に
向けた本市の支援体制に
ついて伺う︒
これまで任期満了ま
で活動された隊員は４人
で︑そのうち２人が︑市

普通交付税と臨時財
政対策債の発行可能額は︑
６年連続で減額されおり︑
地方重視の政策と予算確
保を国に求める︒自治事
務は︑人口が２千人以上
減少しても︑なお拡大し
ている︒減額の影響を伺
う︒
本年度の普通交付税
及び臨時財政対策債を合

小児の目のがんの一
種で︑脳に転移した場合
は眼球を摘出しなければ
ならないため︑早期発見
が重要である︒幼児健診
時などの機会を通じ︑母
親達に早期発見してもら
うための意識啓発につい
て伺う︒
網膜芽細胞腫は︑乳
幼児期に発症することが

地域おこし協力隊の支援は

の要件のもと︑起業に必
要と認められる経費の全
額︵上限 万円︶につい
て︑補助することとして
います︒

観光大使の任命に
ついて
近年自治体において︑
ふるさとの発展と知名度
向上に貢献していただく

ことを狙いとして︑観光
大使を任命する自治体が
増えつつあるが︑本市の
観光大使任命についての
考え方を伺う︒
観光大使は︑まちの
知名度向上︑観光 等を
目的に設置するもので︑
本市においても深川観光
協会が平成 年度に組織
の見直しを行った際に︑

今年度から起業支援を開始

内での就業を選択し定住
に至っており︑その際に
は︑市が働き先の確保等
の支援を行ってきていま
す︒
さらに︑
今年度から
﹁地
域おこし協力隊起業支援
補助制度﹂を創設し︑隊
員の任期終了の日から起
算して前後１年以内に市
内で起業した場合︑一定

多く︑出生約１万５千人
に１人の頻度で発症する
とされており︑市では新
生児の家庭訪問の際に︑
目の異常が発見できるよ
う保護者に説明をしてい
ます︒また︑６〜８か月
児健診時では保健師の問
診の際に︑母子健康手帳
を 活 用 し て︑
﹁ひとみが
白く見えたりすることが

と考えています︒また︑
国に対しては︑引き続き
地方に必要な交付税総額
を確保するよう要請した
いと考えています︒

障がい者積極雇用
と正規職員採用を
国の機関の障がい者
採用不正は︑あまりにも
ずさんな状況だが︑市は

ないか﹂など具体的な症
状を示して︑保護者とと
もに異常の有無を確認す
るようにしています︒今
後もホームページへの掲
載を初め︑チラシを作成
するなど保護者等への周
知を強化していきます︒

﹁地域包括ケアシ
ステム﹂について

適切な対応に務めている︒
これまでも障がい者就労
支援団体と情報交換を行
っているが︑特別枠での
正規職員採用について伺
う︒
現在の本市の状況は︑
法 定 雇 用 率 ％︵ 人 ︶
を達成している状況とな
っています︒正規雇用の
考え方については︑採用

市民のみなさんが︑
人生の最期まで可能な限
り住み慣れた地域で︑自
分らしく暮し続けられる
まちを構築するために︑
地域包括ケアシステムに
対して︑市民にどうかか
わってほしいと考えてい
るのか︒
現在︑災害時や平常
時の見守りなどの避難支

保護者等への周知を強化

網膜芽細胞腫の早期発見を

わせた総額では︑６５億
１︐０７９万９千円で︑
対前年比１億１︐２５７
万３千円の減となりまし
た︒予算に与える影響に
ついては︑厳しい状況に
変わりはないものの︑ふ
るさと納税が顕著な伸び
を見せているため︑財政
運営に当たっては︑現在︑
大きく見直す必要はない

必要額を確保するよう要請

交付税６年連続減額の影は
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2.5

観光大使を置くことがで
きるよう規約の改正を行
っています︒現在︑同協
会では観光大使の委嘱は
行 っ て い せ ま ん が︑
﹁ふ
さわしい方がいらっしゃ
ればぜひ考えたい﹂との
ことなので︑市としても︑
そのような方がいらっし
ゃれば︑頼もしい存在に
なると考えています︒

シードルづくりに携わる隊員

人数の全体枠が少ない本
市のような規模の自治体
では︑障がい者特別枠を
設けることは困難ですが︑
一般枠の中で障がいがあ
るなしにかかわらず受験
できるよう対応していま
すし︑今後も関係機関等
と協議しながら︑障がい
者雇用に十分意を用いて
いきます︒

市は法定雇用率を達成しています

援プラン作成事業︑介護
予防ふれあいサロン普及
啓発事業︑生活・介護支
援サポーター養成ネット
ワークづくり事業等の中
で︑ボランティア活動な
ど自助・互助による地域
住民の主体的な参加を求
めていますので︑引き続
き︑あらゆる機会を通じ
て周知していきます︒

啓発ポスター

Ａ

Ａ

Ｑ

Ａ

14
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網膜芽細胞腫（も
うまくがさいぼう
しゅ）とは：国立
がん研究センター
HP

100

地域振興分野に従
事する地域おこし
協力隊：市HP
平成30年度普通
交付税の算定結
果等：国HP

PR

10

Ｑ

（新政クラブ）
（民主クラブ）
（無会派）

Ｑ

菅原明義

議員
すがわらあきよし
た な か まさゆき

議員

田中昌幸

松本雅祐

議員
まつもとまさひろ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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