・地域防災計画見直しを問う
・小中学生の通学カバンは重すぎる！

智

議員…07

・緊急時の電力確保対策は
・姉妹都市交流の今後について問う

・デマンド交通の検討状況は
・歯の健康を保つ取り組みについて

議員…08

理智子

議員…09
■楠

秀隆

・プラザホテル板倉への対応
・拠点施設への災害バルク導入を伺う

昭夫

議員…10

■松本

雅祐

議員…11

■松原

和男

議員…12

■宮澤

孝司

議員…12

者の安定雇用と所得増加
に向けた方策の充実を探
り︑実施に移していきた
いと思っています︒

指定管理施設で働
く方の待遇向上を
公の施設の指定管理
業務受託者は︑公共サー
ビスに欠かせない市のパ
ートナーである︒職員の

方が︑魅力を感じ働き続
けられる環境づくりに向
けた︑待遇向上への取り
組みを市が提供すること
について伺う︒
現在 施設で指定管
理者による管理運営を行
い︑臨時職員やパート職
員を含め約１５０人が各
施設で勤務しています︒
施設で働く職員の皆さ

方策を探り実施に移したい

若者に安定雇用と所得増を

■水上真由美 議員…08

めた９つの情報伝達手段
のうち電話︑広報車︑伝
達員等による個別伝達の
３つに限られました︒

若い世代へ子育て
支援の充実を！
来年度から始まる幼
児教育無償化において︑
保護者の給食費の実費負
担が示されている︒﹁少

子化にまけないまちづく
り﹂を目指す本市の子育
て支援策を後退させるべ
きではないと考えるがい
かに︒
国の子ども・子育て
会議において︑給食費︵
食材料費︶について︑保
育を必要とする３歳以上
の子供では︑従来︑主食
費を公定価格の対象外と

３ つの伝達方法に限られた

災害時︑情報を早く正確に

を支給する﹁育児休業取
得支援助成金制度﹂を独
自施策として行っていま
すので︑さらなる制度周
知に努めていきます︒
また︑本年度︑関係機
関等とともに次世代人材
確保対策協議会を設立し︑
その中で企業が人材確保
に関し苦慮されているこ
となどを伺っており︑若

表でご確認いただけます。

市内卒業生の転出に
よる人口減少の防止策と
して︑安心して働き︑子
供を産み育てることがで
きる職場環境づくりの取
り組みを拡充するなど︑
若者の安定雇用と所得増
の支援について市の考え
を伺う︒
育児休業取得を推進
する雇用主に対し助成金

11人の議員の一般質問を紹介します。掲載しきれなかっ

で︑施設に大きな被害が
なかったことなどを理由
に本部の設置はしません
でした︒
また︑今回活用した伝
達手段としては︑電源喪
失によりコンピューター
サーバーが停止し︑ホー
ムページ・エリアメール
などの機能が使用できな
かったため︑同計画で定

た質問は、深川市議会YouTubeチャンネルや一般質問通告

胆振東部地震では︑
市民生活に混乱が生じた︒
深川市地域防災計画では︑
﹁市民への情報伝達を迅
速性と確実性から各種伝
達方法を複数組み合せて
行う﹂とされているが運
用状況を伺う︒
今回の地震では︑地
域防災計画の災害対策本
部設置基準に照らした上

・インボイス制度について
・本町通り無電柱化工事に住民配慮を

■木根

■佐々木一夫 議員…13

・道種子条例の制定について
・深川西高羽球部の大活躍を受けて

んにとって︑魅力的な職
場となるためには︑待遇
向上への取り組みも一手
法と考えますが︑各施設
において業務内容等も違
うことから︑まずは︑各
指定管理者と施設担当所
管が連携し︑現状の共通
認識を図り︑市として必
要な取り組みを確認した
いと考えています︒

深川市育児休業取
得支援助成金制度
：市HP

・危険な空き家、安全防護を
・現単価でも生活苦。福祉灯油実施を

■和田

一般質問通告表
深川市議会
YouTube
チャンネル

する一方︑副食費を含ん
でいますが︑食材料費は
保護者の自己負担を原則
とするという考えのもと︑
副食費を無償化の対象外
とするなどの検討案が示
されています︒現在︑食
材料費について詳細が示
されていないため︑今後
も国の動向を注視してい
きたいと思います︒

06
07

・ふかがわポークについて
・高等学校の学校給食について

議員…10

16

次世代人材確保対策協議
会実施の合同企業説明会
河川の増水による災害

・交通安全対策の充実を問う
・地域を挙げた農業の担い手対策を
Ａ

■辻本

議員

田中昌幸
議員

智

雅一

深川市地域防
災計画：市HP

・災害時、情報を早く正確に
・若い世代へ子育て支援の充実を！

議員…06
（民主クラブ）

昌幸
（公政クラブ）

■小田
Ａ

・若者に安定雇用と所得増を
・指定管理施設で働く方の待遇向上を

■田中

辻本

Ｑ

Ｑ

質問した事項
Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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一
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災害時︑司令塔とな
る市役所が機能しなけれ
ば︑適切な指示や情報提
供など初動に支障が出る︒
支所や避難所等にも発電
機及び燃料供給の協定を
調え︑緊急時に備えた電
力確保対策をすべきでは
ないか︒
現在の市役所は︑庁
舎内の全ての電力を賄え

緊急時の電力確保対策は

青少年交流や文化交流を
続けてきた︒今後は︑実
績のある人的交流を中心
に友好を深めるべきと考
えるが︑市の考えを問う︒
平成 年にアボツフ
ォード市と文化・教育・
経済の各分野にわたる交
流の促進を目的に姉妹都
市提携を行っています︒
質問の交流については︑

避難所等への対策も検討
ます︒胆振東部地震によ
り︑さまざまな課題が見
えたため︑避難所等の電
力の確保対策についても
検討していきます︒

姉妹都市交流の今
後について問う
アボツフォード市と
姉妹都市提携をして以来︑
相互に訪問団を派遣し︑

文化・教育の分野におい
て︑平成９年度に開始し
た青少年カナダ交流訪問
団事業によって︑これま
でに１２５人の中学生と
高校生を派遣してきまし
た︒来年度は︑本市が訪
問団を派遣する年となる
ため︑これまでの行政中
心の訪問団とは違った形
を考えているところです︒

アボツフォード市役所

いた 年度に実施してお
り︑そのときには１︐１
４２世帯に対して５千円
を支給した実績がありま
す︒現時点で実施の考え
はありませんが︑今後に
おける灯油価格の動向や︑
国︑北海道の財政支援措
置の有無等を総合的に見
極め︑判断したいと考え
ています︒

12月21日現在の灯油単価

る自家発電設備はありま
せんが︑小型発電機５台
により必要最低限の電力
を供給することとしてい
ます︒
また︑燃料については︑
空知地方石油協同組合北
空知分会と災害時におけ
る協定を結んでおり︑市
内のガソリンスタンドよ
り調達が可能となってい

危険な空き家︑安全防護を

いきますが︑屋根雪の処
理等は建物の危険度が増
しており行えないため︑
その旨郵便局にも了解を
いただいています︒

現単価でも生活苦︒
福祉灯油実施を
灯油単価が 円前後
で高止まりしているが︑
一般世帯の可処分所得の

姉妹都市カナダ
・アボツフォー
ド市：市HP

減少は今日まで続いてお
り︑現在の単価でも市民
の家計は苦しい︒冬期の
生活支援に福祉灯油の実
施が必要と考えるがどう
か︒
福祉灯油については︑
灯油単価が１２０円から
１３０円台に高騰した平
成 年度と 年度︑また︑
１００円以上が継続して

持ち主に適正管理を促す

から連絡があった平成
年３月から屋根の雪おろ
しを初め︑定期的に壁の
剥離状況を計測していま
す︒また︑持ち主の関係
者には適正管理について
の文書を発信しており︑
受領していただいている
ようですが現在も返答が
ない状況です︒今後も引
き続き文書通知を行って

検討に時間を要するため︑
引き続き導入の検討に取
り組んでいく考えです︒

歯の健康を保つ取
り組みについて
北海道フッ化物洗口
ガイドブックに﹁薬剤は
鍵のかかる戸棚等で保管︑
実施前に真水で飲み込ま
ず︑吐き出す練習を﹂と

ある︒健康被害の懸念の
説明と︑フッ化物洗口実
施後の虫歯予防の効果を
伺う︒
保育所及び幼稚園に
おけるフッ化物洗口事業
については︑平成 年度
から保育所や幼稚園を通
して保護者に対し︑フッ
化物洗口液を飲み込んだ
場合の健康への影響や安

需要を分析し検討を重ねる

市内にどのような形で利
用者が存在するかの﹁需
要分析﹂を進めるなど検
討を重ねてきています︒
本年度中に地域公共交
通活性化協議会において
意見をいただく予定とし
ていますが︑本市に合っ
たデマンド型乗合タクシ
ーの導入には︑地域の分
析と地域に合った運行の

25

10

20

市民福祉部 社会
福祉課：市HP

Ａ

デマンド交通の検討状況は

30

全性などを周知しており︑
保護者が希望したお子さ
んに対してのみ実施して
います︒また︑当事業を
開始してから現在まで︑
保育所・幼稚園︑保護者
から健康被害についての
報告はなく︑国などにお
いても虫歯予防の有用性
が確認されています︒

08
09

深川郵便局周辺で崩
落︑一部倒壊の危険があ
る管理不全空き家がある︒
現在︑弁護士が対応して
いるとのことだが︑万が
一の時のために︑市でで
きる簡易測量等での定期
把握と防護が必要ではな
いか︒
深川郵便局周辺の空
き家については︑郵便局

岐阜県瑞浪市では︑
路線バスやコミュニティ
バスを運行していない地
区でデマンド交通を予約
制で運行している︒深川
市における︑必要性のあ
る地区に対するデマンド
交通の検討について伺う︒
デマンド型乗合タク
シーの運行については︑
これまでも先進地視察や

24

北海道フッ化物洗口ガイドブック

98

Ａ

19

Ａ

フッ化物洗口に関
するページ：道HP

Ｑ

（新政クラブ）
（無会派）
（民主クラブ）

Ｑ

Ｑ

水上真由美議員
議員

和田秀隆
議員

楠 理智子
くすのき り ち こ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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安全で安心して暮ら
せるまちづくりは大切で
ある︒そのためには︑道
路環境の整備・確保は重
要な要素であり︑見通し
の悪い交差点や道路の整
備状況をどのように確認
し︑対応しているのか問
う︒
信号機を初めとした
交通安全施設の整備の最

交通安全対策の充実を問う

啓発看板の設置などを引
き続き行っていきます︒

地域を挙げた農業
の担い手対策を
新規就農を希望する
方が本市で就農するには︑
地域での取り組みが重要
となる︒きたそらち農協
も︑新規就農を目指す方
に で呼び掛けを行って

いるが︑市としての地域
における取り組みはいか
に︒
新規就農対策につい
ては︑ きたそらち・関
係市町・空知農業改良普
及センター北空知支所を
構成員とした﹁ きたそ
らち担い手プロジェクト
チーム﹂が平成 年に設
置され︑深川未来ファー

公安委員会へ要望していく

終的な判断は︑北海道公
安委員会が行いますので︑
今後も市として整備の要
望をしていきたいと考え
ています︒また︑見通し
の悪い交差点や道路整備
も同様に要望していくと
ともに︑市としても注意
を要する地点の地域にお
ける交通安全運動の取り
組みや学校への呼びかけ︑

ふかがわポークについて

ついては︑道の駅での販
売拡大︑スーパーや飲食
店への働きかけ︑物産展
等での販売など︑市も一
体となって販路拡大を目
指していきます︒

高等学校の学校給
食について
北空知圏学校給食セ
ンターは︑２︐２００食

の提供が可能であるが︑
小中学校の生徒の数が減
り︑将来的には高校への
給食も可能と思う︒共働
き家庭の需要もあると思
うが︑実施に向けた市の
考えを伺う︒
現在︑市内公立高校
及び両校のＰＴＡから学
校給食の提供についての
要望等はありませんが︑

販路拡大を目指していく

工施設における加工品の
製造ノウハウについては︑
深川未来ファームにおい
て︑これまでアグリサポ
ート部門に食品・加工技
術に係る専門員を配置し
各種研究を行ってきたこ
とから︑その専門員の技
術指導のもとでノウハウ
を取得していく考えです︒
また︑販売先の確保に

地域防災計画見直しを問う

小中学生の通学カ
バンは重すぎる！
小中学生の通学カバ
ンやランドセルの重さが︑
発育や健康に影響を与え
かねない重さに達してい
る︒このことから︑負担
軽減に対する市の考えに
ついて伺う︒
文部科学省から北海

道教育委員会を通じ﹁各
学校において児童生徒の
携行品の重さや量につい
て改めて検討の上︑必要
に応じた適切な配慮を﹂
との通知があり︑その内
容には︑家庭学習で使用
する予定のない教材等を
置いて帰ることを認めた
り︑学習用具の一部を所
定の場所に置くことが示

地震での課題も含め見直す

とにより︑それを反映し
たハザードマップの作成
と避難所の見直しが必要
となっています︒
このことを反映した︑
深川市地域防災計画の見
直しを進めていく考えで
すが︑今回の地震で得た
課題や教訓も含めた同計
画の見直しを行っていき
たいと思っています︒

平成29年 市内交通事故発生状況

死亡者数

0人
（前年比 ±0人）
負傷者数

30人
（前年比12人減）

ムと連携しながら一体的
な取り組みをしていると
ころです︒今後も地域を
挙げて対策を推進してい
くとともに︑労働力不足
に対応するため外国人労
働者の活用の可能性等も
調査・研究し︑地域農業
の持続的な展開が図られ
るよう検討していく考え
です︒

交通事故をゼ
ロに!：市HP

高校での給食提供につい
ては︑将来的な検討課題
と受けとめながら︑魅力
ある高校づくりにおいて︑
今後も﹁公立高校の魅力
づくり検討会﹂での意見
や︑公立高校からの要望
等を検討し︑できる限り
の支援を行っていきたい
と考えています︒

されています︒
深川市教育委員会は︑
この通知の趣旨にある﹁
身体の健やかな発達に影
響が生じかねないことの
懸念など﹂を踏まえると
ともに︑登校前の準備の
大切さなども考慮し︑通
知にある具体例に基づき
校長会を通して検討して
いく考えです︒

10
11

JA

28

25件
（前年比10件減）

養豚事業（ふかがわポーク）

JA

発生件数

洪水ハザードマップ

Ａ

Ａ

深川未来ファーム
HP
深川市地域防災計
画：市HP

Ｑ

議員

小田雅一
議員

HP

（公政クラブ）
（民主クラブ）
（無会派）

Ｑ

Ｑ

Ａ

農畜産物処理加工施
設の管理は︑民間業者へ
の委託計画を変更し︑深
川未来ファームが養豚︑
加工︑販売の全てを単独
運営するようだが︑製造
ノウハウの取得方策と販
売先ルートの確保につい
て伺う︒
現在︑整備中の地域
資源活用農畜産物処理加

９月６日の停電では︑
市役所の非常用発電機の
不備もあり︑災害情報の
発信や通常業務に支障が
出るなどの課題が露呈し
た︒市民を災害から守る
ため深川市地域防災計画
の見直しについて問う︒
平成 年３月に石狩
川の最大規模の浸水想定
区域が明らかにされたこ
29

木根昭夫
議員

松本雅祐

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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インボイス制度について

市では でその情報の提
供を行っています︒今後
も︑深川商工会議所や深
川市商店街振興組合連合
会などとも連携し︑事業
者へ広く周知していく考
えです︒

市道蓬莱通線の無電

本町通り無電柱化
工事に住民配慮を

柱化工事は︑工事期間が
長いと感じる︒本町通り
の無電柱化計画は既に説
明会が開催されているが︑
工事の長期化など商店街
や住民への対応と配慮に
ついて伺う︒
地域住民に対する全
体説明会は︑国と北海道
がそれぞれ行っています
が︑今後行われる各年度

支援策を広く周知していく

応があり︑同制度による
事業者側のシステム導入
などを考慮して︑消費税
率引き上げから４年後の
平成 年 月から開始と
なります︒このことから︑
国は中小企業・小規模事
業者等に対して︑軽減税
率対策補助金により︑複
数税率レジの導入等に要
する経費を支援しており︑

プラザホテル板倉への対応

ているため︑災害時の貴
重なエネルギー源となる︒
拠点となる施設への設置
について考えを伺う︒
災害バルクとは︑
ガス供給設備及び煮炊き
釜︑コンロ︑暖房機器︑
発電機などをセットにし
たもので︑災害によりラ
イフラインが寸断されて
もエネルギー供給が行え

今後の動きを見守っていく

ことを期待しています︒
いずれにしても︑ホテル
側の動きを注意深く見守
っていく考えです︒

拠点施設への災害
バルク導入を伺う
災害バルクは︑大規
模災害に有効であり︑
ガスは品質劣化が少なく
備蓄燃料として大変優れ

の工事区間での住民説明
会や︑個別の説明の際に
は︑市職員が橋渡し役を
担うことにより︑商店や
住民の皆さんの個別事情
にも配慮していただける
よう調整を図っていきた
いと考えていますので︑
工事に際しては︑ご理解
とご協力をいただければ
幸いです︒

無電柱化工事の様子

るシステムのことです︒
災害バルクの設置工事
費等には多額の費用が必
要になることから︑今後︑
避難所の新設や施設の大
規模改修時等の際には︑
導入について︑電力の代
替エネルギーのひとつと
して研究・検討をしたい
と考えています︒

災害バルク

に対し支援を行ってきて
います︒
今後も両高校等の要望
により︑部活動支援が優
先事項とあらば︑深川市
文化・スポーツ振興事業
派遣助成金と重ならない
設定での支援が必要と考
えるため︑課題として受
け止め︑両高校からの要
望を聴いていきます︒

全国３位入賞報告

経営を継続してくれる譲
渡先を探す努力をするな
どが話し合われているこ
とを承知しています︒
市は︑２０１９年５月
以降も同ホテルが担って
いるサービス・機能が継
続されることが望ましい
と思っていますし︑従業
員の雇用の安定確保も重
要なことで︑経営が続く

道種子条例の制定について

見を提出しました︒
今後も引き続き本件の
動向を注視していきたい
と考えています︒

深川西高羽球部の
大活躍を受けて
以前︑クラーク記念
国際高校野球部補助によ
り︑高校間の練習環境の
格差解消のため︑﹁公立

高校部活動にも支援を﹂
とただしたが︑公立高校
の特定部活に特化した支
援はできないと言われた︒
見直す考えはないか︒
本市では公立高校２
校体制の存続に向けて︑
深川市公立高等学校の魅
力ある学校づくり事業支
援交付金により︑両高校
の魅力づくりの取り組み

市の意見を北海道に提出済

員を招集し︑パブリック
コメントで示された北海
道条例素案等の説明後︑
意見聴取を行い︑参加者
から原種圃等の設置に伴
う予算確保などの意見が
出され︑その結果︑ 月
９日に﹁優良品種の種子
の安定的な生産を推進す
るための必要な予算の確
保﹂について北海道へ意

消費税の軽減税率
制度について：国
HP
ご家庭でも備
えましょう：
市HP
主要農作物等の種
子の生産に関する
情報：道HP

HP
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Ａ

Ａ
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（無会派）

LP

10

議員

松原和男

さ さ き かずお

Ｑ

（無会派）
（新政クラブ）
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まつばら か ず お

議員

宮澤孝司
議員

佐々木一夫

消費税率引き上げと
抱き合わせのインボイス
制度導入は︑制度に準じ
なければ事業者は極めて
不利となる︒市内事業者
への対応支援のため︑関
係機関との協働が必要で
あると考えるが見解を伺
う︒
この制度導入の背景
には軽減税率制度への対

11

Ｑ

Ｑ

平成 年４月末で営
業が終了予定で︑経営の
譲渡先を探していると聞
く︒市民は︑このまま閉
館すれば市内経済にも影
響があると不安視してい
るため︑動向を踏まえた
上での考えと対応を伺う︒
現在︑関係当事者間
で︑プラザホテル板倉が
営業を続けられない場合︑

私が第３回定例会で
行った北海道種子条例の
制定を望む内容の一般質
問に対し︑市長は農業団
体等の声をみずから聞き︑
市として同条例に反映さ
せて行く方針を約束した
が︑その実行を伺う︒
本市では 月２日に
きたそらち農協担当部課
長︑深川市農民協議会役

11
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