第２次男女共同参画
計画の計画期間も後半を
迎えている︒社会情勢も
変化している中で︑女性
の登用拡大などの社会進
出の支援や︑男女共同参
画の推進と今後の取り組
みについて伺う︒
市に関する審議会・
委員会等への女性の登用
状況については︑平成

深川市街地初等教育
︵幼児・小学教育︶区域
の偏りにより︑今年度の
新１年生は︑深川小学校
が 人に対し︑一已小学
校は 人と差が拡大して
いる︒校区越境を他市の
ように著しく他校が近い
場合に制限することはで
きないか︒
区域外就学に関して

男女共同参画推進について

ついても努めていきます︒
本市の奨学資金は育
英基金を原資︵平成 年
給付型の奨学金の
度末残高７︐２４０万円︶
検討について伺う
に
運用していることから︑
基金の積立額が増える仕
組みがないまま給付型奨
学資金を導入した場合︑
原資の先細りにより︑将
来︑制度自体の運用がで
きなくなるおそれがあり
ます︒
奨学金は２人に１人
が借りており︑返済に苦
慮している人もいると聞
く︒深川市の奨学資金制
度は︑無利息だが貸与型
である︒給付型の奨学金
の検討について伺う︒

周知・啓発に努めていく

年３月末現在︑ ・１％
となっており︑深川市男
女共同参画計画に掲げる
目標値 ％に達していま
せんので︑引き続き目標
値の実現に努めていきた
いと考えています︒
また︑男女共同参画の
意識が︑十分︑市民に浸
透しているとは言えない
ことから︑周知・啓発に

市街地初等教育区域の偏り

ルート﹄のエレベーター
の長期故障は︑いつから
なのか︒あわせて︑改修
が進まない理由を伺う︒
３月に太子町側のエ
レベーターにおいて︑建
物部品の腐食から雨水が
建屋内に入り込み︑ブレ
ーキ装置がスリップして
異常停止したものです︒
直ちに復旧について製

他市の状況を調査したい

なお︑深川市街地の小
学校において︑児童数の
バランスが崩れるのは憂
慮すべきことなので︑保
護者へ本来の学校への通
学を検討いただくよう取
り組んでいきます︒

ふ・ルートのエレ
ベーター故障理由
市道自由通路線﹃ふ・

高等看護学院は改築すべき

は︑保護者の申し立てが
あった場合︑通学距離に
よる指定校の変更を認め
ているもので︑議員が言
う制限は︑これまで認め
られていたものに制限を
加えることになりますの
で︑そのような改正は難
しいと考えますが︑まず
は他市の状況を調査した
いと思います︒

29

議のスタートラインに立
った︒検討の経過と今後
について伺う︒
検討の経過としては︑
鉄路存続を掲げる新留萌
市長就任後に︑沿線２市
２町︵留萌︑深川︑秩父
別︑沼田︶で︑ 留萌本
線沿線自治体会議を設置
したことや︑沿線４市町
長が北海道︑国︑国会議

改築に向けた協議を進める
め︑改築に向けた協議を
進めていく考えです︒

留萌本線協議スタ
ートラインに立つ
路線存続の可能性を
探るとのことだが︑本市
を含む沿線地域ではいま
だ協議に入っていない︒
５月に初めて２市２町
の首長が顔を合わせ︑協

国において︑平成 年
度から給付型奨学金制度
が創設されるなどしてい
ますので︑国の施策に注
視しながら︑今後︑給付
型の奨学資金制度など︑
本市の奨学資金制度のあ
り方について︑研究して
いきたいと考えています︒

造メーカー等と協議した
結果︑安全第一を考え︑
ブレーキ装置丸ごとの交
換が必要との判断に至り
ました︒しかし︑その装
置の在庫がなく︑受注生
産が必要とのことで︑復
旧に約３カ月を要するこ
ととなり︑６月末の復旧
を予定しているところで
す︒

ふ・ルート

員事務所を訪れるなどし
ています︒
今後は︑鉄路存続の可
能性について検証してい
きますが︑それらの具体
的な議論は︑国の支援や
北海道の経営方針の改
善が見えてから︑本格化
することになると考えて
います︒

看護学院生

06
07

深川市男女共同参画計画
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深川市男女共同
参画計画：市HP

JR

Ｑ

（民主クラブ）

経過していることから︑
施設全体が老朽化してお
り︑改築の必要性がある
ものと捉えています︒
現在︑看護学院の事務
局を担う病院管理課と看
護学院教務課において︑
改築に向けての調査・検
討を行っているところで
あり︑今後︑市財政当局
などとも財源確保等を含

JR

指定校の変更（区
域外就学）につ
いて：市HP

Ａ

Ａ

Ａ

深川市立看護
学院HP

33

議員

楠 理智子
議員

40

（新政クラブ）
（新政クラブ）

30

高等看護学院がある
ことで︑市立病院への入
職者も多く有利かつ︑看
護師確保の上でも重要だ︒
一方で︑看護師育成の
教育環境整備の観点から︑
老朽化の著しい施設の改
築をすべきと考えるがど
うか︒
現在の看護学院の建
物は︑供用開始後 年が
46

Ｑ
Ｑ

60

太田幸一
水上真由美議員

Ｑ

Ａ

Ｑ

35

Ａ

Ｑ

Ａ

深川市議会
YouTube
チャンネル

12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。

問
質
般
一
問
質
般
一

配置計画案では︑両
校の学級減等が示され本
市にとって大きな問題で
ある︒２校存続に向け︑
市民︑同窓会︑ 会など︑
まち全体で応援していく
協議会の開催について伺
う︒
７月 日には深川市
ＰＴＡ連合会主催で市内
公立高校説明会が計画さ
OB

経済的格差から発生
する部活参加抑制をなく
し︑機会均等を実現させ
るため︑部活にかかわる
保護者負担の状況を継続
的に調査し︑把握すべき
と考えるがいかがか︒
部活動は︑種目ごと
に必要となる設備や備品
整備に要する経費︑中体
連等の大会参加経費が必

24

現状よりも２００人
規模で就学前人口激減の
可能性があるため︑今後
年間の予測を立て︑市
全体の保育・保育所配置
・定員・市立保育所のあ
り方を深川市子ども・子
育て審議会に諮るべきで
はないか︒
市立保育所の施設規
模を決めるには︑利用希

深川東・西高校のあり方

市民が健康づくりに
取り組むため︑散歩やボ
ランティア活動︑趣味の
教室への参加︑特定検診

市としては︑引き続き
・がん検診受診などでポ
両高校と緊密に連携をと
イントが貯まり︑商品券
りながら︑対策を講じて
との交換や特典がもらえ
いきたいと考えています︒ る制度導入について伺う︒
今年度から︑北海道
健康寿命を伸ばす
と市町村及び協賛企業が
ポイント制度事業
連携して︑市町村が実施
する健康診断やがん検診︑
健康づくり関連事業へ参
加することでポイントシ
ールをもらい︑６ポイン

両高校と緊密に連携をとる

れています︒現状を保護
者や地域の方に説明し理
解を深めてもらうことで︑
地元にある高校の存在意
義を再確認いただき︑子
供たちの進路選択につな
げていくため︑市内小中
学校の全ての保護者︑同
連合会関係者︑町内会長
等に参加を呼びかけると
伺っています︒

部活参加に係る調査を

今後とも部活動における
保護者負担については︑
必要に応じて状況把握に
努めていきます︒

部活参加支援の内
容について伺う
部活参加支援は︑就
学援助と生活保護の二制
度がある︒その相違と事
業の実態︑とりわけ生活

保護世帯への理解と周知
のための努力が必要では
ないか︒
生活保護世帯に準ず
る程度に生活に困窮して
いる世帯に対し︑児童・
生徒の就学に必要となる
経費を支援する就学援助
については︑学用品費︑
通学用品費︑体育実技用
具費︑学校給食費︑生徒

必要に応じて把握に努める

要となり︑市費で支出す
るこれらの経費とともに︑
必要な保護者負担により
成り立っています︒
平成 年度の市内中学
校における年間の保護者
負担額としては︑各部活
動の平均で約２６︐００
０円︑最大で年間４６︐
０００円︑最小で年間５︐
５００円でした︒なお︑

保育所整備前に人口予測を

て審議会において︑市立
保育所の現状の問題点な
どの審議を重ね答申をい
ただいているので︑改め
て保育所のあり方につい
て審議することは考えて
いません︒

求められるセンタ
ー保育所運営を
多くの保育士確保が

求められる０歳から２歳
児などの受け入れ態勢を
強化した保育所の設置こ
そが︑法人保育所との競
合を避け︑持続可能な責
任を果たすことができる
と考えるが︑市長の考え
を伺う︒
利用者の利便性を初
め︑市の財政負担︑法人
保育所の経営等を考慮す

利用希望数は増加傾向

望数の見極めが重要にな
りますが︑市の分析とし
て︑出生数は減少傾向に
あるものの︑子育て家庭
における共稼ぎが増加傾
向にあるなど︑利用希望
数は増加傾向にあると捉
えています︒また︑深川
市保育所等整備に関する
基本方針は︑策定に当た
り︑深川市子ども・子育

トで協賛企業から特典が
もらえるという﹁北海道
健康マイレージ事業﹂を
活用しています︒
より多くの市民に参加
していただき︑健康づく
りへの一助となるよう︑
広報紙だけではなく︑健
診︑保健事業の際にも
していきたいと考えてい
ます︒

深川西高校

PR

会費などの援助費目に加
えて︑部活動に加入して
いる場合には︑クラブ活
動費として年間１４︐８
００円を上限として支給
しています︒
就学援助におけるクラ
ブ活動費の支給には︑必
要な用具等の購入費及び
一律に負担する経費につ
いて支援しています︒

市内中学校の部活動

ると︑市立保育所だけで
はなく︑民間でできるこ
とは民間にもしていただ
くという考えを基本とし
つつ︑統合保育所は︑市
立保育所の保育方針を引
き継ぐ保育所であること
から︑先導的な役割を担
った上で︑市全体で対応
していくことが望ましい
と考えています︒

市立保育所の様子

08
09

深川西・東高校
の魅力づくりへ
の支援：市HP
教育委員会
学務課：市
HP

Ａ

Ａ

Ａ

深川市保育所等
整備に関する基
本方針：市HP

Ｑ

（無会派）
（無会派）
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（民主クラブ）

Ｑ

Ｑ

議員

松本雅祐
議員

松原和男
議員

田中昌幸

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

10
Ａ

問
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般
一
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般
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移住・定住施策の中
で︑特に若い世代に対す
る施策として安定した雇
用が重要だ︒ハローワー
クとは別に︑深川市が独
自で取り組む﹁無料職業
紹介事業﹂の状況につい
て伺う︒
本市では昨年６月か
ら︑深川市移住定住サポ
ートセンターにおいて︑

仕事を確保し︑移住促進を

紹介事業者が運営するポ
ータルサイトに本市専用
の求人ページを開設する
など︑新たな取り組みも
進めており︑これまでに
２人の移住者の就職の実
現につながっています︒

市立病院のがん
検診等について
北空知の中核病院と

して︑深川市民ばかりで
はなく︑近隣町の住民の
がん検診等の受け入れを
しているが︑収益を上げ
る観点から受診者数を増
やすための今後の取り組
みについて伺う︒
今後の取り組みとし
ては︑市民福祉部健康福
祉課とも連携し︑事業内
容や 方法︑健診未受診

２人の移住者の就職を実現

移住希望者を対象とした
無料職業紹介事業を導入
し︑移住コンシェルジュ
が市内の事業所を回り︑
登録をいただいた 社
件の求人情報を同センタ
ーの窓口や︑移住相談会
等で紹介しています︒
また︑今年４月からは
求人情報の発信力を強化
すべく︑国内大手の職業

は︑その事務を処理する
ために必要があるときは︑
本人に個人番号の提供を
求めることができると規
定されています︒
申請書類等に個人番号
の記載がない場合は︑ま
ず︑記載し提出すること
を申請者に説明していま
す︒
なお︑個人番号がわか

化事業が開催されること
市内で最も多く利用され
は大変望ましいことです
ている︒大きな大会が入
ので︑助成対象者の拡大
ると現在の駐車スペース
等について︑今後︑検討
では間に合わない︒駐車
していきたいと思います︒ 台数の拡大は可能なのか
伺う︒
パークゴルフ場の
現在︑大会開催時に
駐車場拡大を望む
駐車場が足りなくなるこ
とから︑パークゴルフ協
会からも駐車スペース確
保の要請を受けており︑
リバーサイドパーク
ゴルフ場は︑石狩川河川
敷を利用したコースで︑

らない場合等は︑各制度
の管轄省庁より︑当該書
類等に個人番号のみの記
載がないことで︑申請を
受け付けないことは不適
当である旨の通知に基づ
き︑不記載でも受理して
います︒

種子法廃止と種苗
法改定は危険

種子法廃止は︑外資
等民間会社に米・麦・大
豆の日本の公共知見を渡
すことであり︑種苗法改
定は︑逆に外資等民間種
子会社の権利の保護の強
化と︑農家の自家採種の
規制の拡大だ︒市の考え
を伺う︒
種子法廃止の成立と
ともに昨年８月に施行さ

法令に基づき対応している

各申請に個人番号記入不要

興のため︑音楽︑演劇等
の文化公演を招致して実
施した場合︑公演経費が
多額となることから︑事
業開催団体への助成を行
うものです︒
﹁多くの活動団体を支
援できるよう︑制度の見
直しをするべき﹂とのこ
とですが︑この助成制度
の趣旨として︑多くの文

支援策拡大等を検討したい

音楽活動に活性化支援策を

PR

者対策などについて協議
を深めるとともに︑当院
に設置する人間ドックや︑
健診委員会においても︑
受診者の確保やサービス
の向上などに向けた協議
を重ねる中で︑受診者の
増加対策を講じていきた
いと考えています︒

本市専用の求人
ページ：スタン
バイHP

先日︑河川敷地を管理す
る滝川河川事務所と協議
した結果︑一定要件を満
たせば︑届出により駐車
スペースを大会開催日の
み︑借りることができる
とのお話をいただきまし
たので︑今後︑大会では︑
必要な駐車スペースの確
保に努めていく考えです︒

れた農業競争力強化支援
法の国会審議において付
された附帯決議の中に︑
﹁優れた品種が国外に流
出することのないよう︑
知的財産の保護を図るこ
と﹂とされていますが︑
そうした流れ自体が生じ
ないよう︑しっかりと国
には対応してもらいたい
と考えています︒

10
11

Ａ

移住相談会
サックス＆ピアノコンサート

種苗法改定は危険

Ｑ
Ｑ

文化事業開催
助成制度：
市HP
マイナンバー
制度：国HP

36

議員

木根昭夫
議員

19

（民主クラブ）
（新政クラブ）
（無会派）

Ａ

Ｑ

Ａ

市内で活発に音楽活
動に取り組む団体等に対
し︑それぞれの活動規模
に合わせた助成が必要と
考える︒
文化事業開催助成制度
を見直すことにより︑広
く活動を支援すべきと思
うが考えを伺う︒
文化事業開催助成制
度は︑芸術・文化活動振

国保だよりの中に︑
国民健康保険の申請に個
人番号記入が義務のよう
に書いてあるが︑番号法
の規定では強制力はない︒
個人の自由意志︑個人番
号不記載でも受け付ける
ことの法的根拠を伺う︒
番号法第 条では︑
国や地方自治体などの個
人番号利用事務等実施者
14

宮澤孝司
議員

佐々木一夫

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

問
質
般
一
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厚生労働省から完全
生命表及び市区町村別生
命表が公表された︒その
概要説明と︑市民の健康
推進に向けて﹁北海道保
健統計年報﹂を積極的に
活用すべきと考える︒
完全生命表や市区町
村別生命表は︑各市区町
村の死亡率を推定した数
値による一覧表となって

深川西高校と深川東
高校の入学者の減少が続
き︑定員割れが生じてい
る︒地域の人材を多く輩
出している２校の存続に
向けた︑教育委員会のこ
れまでの取り組みと今後
の対応を伺う︒
進路決定には︑進路
相談時の中学校教諭の薦
めも影響することから︑

小地域ネットワーク
事業において多年度にわ
たり領収書等で経費を証
明せず︑市が補助金を支
出していたことが明らか
となった︒町内会等の名
誉のためにも︑監査など
で実態を把握し︑適切に
処理すべき︒
小地域ネットワーク
事業は︑社会福祉協議会

５月中旬に雨竜川の
水位が上昇し︑多度志地

雨竜川の河川整備
を急ぐべき

ので︑死亡数や死因等が
示されており︑本市の保
健福祉水準を分析する上
で貴重な資料として︑健
康推進事業等の参考とし
ています︒

･３歳︑女性

･８歳

平均寿命は管内トップに
男性

いるものなどで︑各市町
村の死亡状況を比較する
際に欠かせないものです︒
今回公表された本市の
平均寿命は︑男性 ・３
歳︑女性 ・８歳で︑空
知管内 市中︑男性２位︑
女性１位となりました︒
また︑北海道保健統計
年報は︑道内の保健・医
療等の数値をまとめたも

市民の選択の自由
を守る内容に！
またも３月の国保だ
よりは︑マイナンバーを
利用しない市民の選択の
自由という憲法で保障さ
れ︑番号法でも堅持され
た権利を担保しない内容
で︑市民への差別行為で
ある︒早急に改善するべ

うな場合には︑速やかに
河川巡視を行うこととし
ています︒
今後も先を見越し迅速
な対応ができるよう︑上
流の雨竜ダム統合管理所︑
滝川河川事務所︑鷹泊発
電管理事務所など関係機
関と連携を密にし︑必要
な対応について検討する
考えです︒

平 成27年 市 区
町村別生命表
の概況：国HP

区の河川流域にある農地
が一部冠水する事態が発
生した︒行政対応と河川
管理者との情報共有につ
いての検証を求める︒
水位上昇等の状況把
握は︑ダム放水時には鷹
泊発電管理事務所から一
報が自治防災室に入り︑
深川市防災計画に基づき︑
氾濫注意水位に達するよ

公立高校２校存続について

今後は︑市内全小学校
の校長も含めて︑定期的
に会合を開くなどして︑
小中学校及び公立高校の
連携を深めていきたいと
考えています︒

縁結びサポーター
事業について
市内で 人の方が縁
結びサポーターとして委

嘱され︑出会いや結婚を
望む方への相談︑助言を
いただいている︒
出会いの機会創出のた
め︑多くの会員登録が期
待されるが︑今後の事業
について伺う︒
本事業は︑結婚を希
望する方に会員登録を行
っていただくことが必要
不可欠ですので︑今年度

小中高の連携を深めたい

中学校教諭に市内公立高
校の魅力を理解してもら
うために︑両高校と市内
中学校の校長が︑直接意
見交換する場を４月に設
けました︒
この協議を踏まえて︑
両高校から市内中学校の
進路担当者等への説明の
機会を設けるなどしてき
ました︒

会計不良の真相を究明せよ

支出先である社会福祉協
議会より事業報告書及び
収支決算書が市に提出さ
れてますので︑それらの
書類により︑事業の実施
内容及び支出内容を確認
していますが︑その内容
に不備はなく︑適正に処
理されていることから問
題ないと判断しています︒

内容に不備はなく適正処理

が町内会に対して︑要援
護高齢者等を対象とした
交流会・昼食会の実施︑
弁当配達︑安否確認を目
的とした声かけ運動など
の事業実施に対して助成
するもので︑市は社会福
祉協議会が実施する当助
成事業に対して︑補助金
を支出しています︒
事業終了後︑交付金の

雨竜川水位上昇による被害

から登録手続きを簡略化
し︑会員数の増加に努め
ているところです︒
今後は︑それぞれのサ
ポーターに︑知人や事業
所等へ定期的に足を運ん
でいただくなど︑事業周
知を改めて行い︑会員増
加に取り組みたいと考え
ています︒

深川東高校の授業

きだ︒
番号法の制定を受け︑
国民健康保険法が改正さ
れたことにより︑申請書
類等への個人番号の記載
について規定され求めら
れているものですので︑
市としては法で定められ
た内容での周知をしてい
く考えです︒

国保だより
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