一

Q

による下流の氾濫防止の
連携は進んでいないが、
市の対応を伺う。
近年、頻発化・激甚
化する水災害では、関係
機関の連携の取れた迅速
な対応が課題となってい
たことから、本 市 を 含 む
１市６町により雨竜川治
水促進期成会を設立した
ほか、令和２年５月には、
A

河川管理者、ダム管理者
及び関係利水者により石
狩川水系（下流）治水協
定を締結し、鷹泊ダムの
事前放流などによる洪水
調節機能を強化していま
す。今後も流域治水の推
進などについて同期成会
を通じた国への要望活動
に引き続き取り組んでい
きます。
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掲載しきれなかったほかの質問は、深
川市議会YouTubeチャンネルや一般質
問通告表で御覧いただけます。
深川市議会
YouTube
チャンネル
お お たこういち

太田幸一

議員

「新政クラブ」

知床観光船沈没事故の影響

安全に楽しめる環境づく
りに努めます。

雨竜川ダム放流量
の調整と氾濫防止

雨竜川には、北海道
電力が管理する雨竜第一・
第二ダムと、北海道企業
局が管理する鷹泊ダムが
設置されている。この
施設の放流量の緩急調整
2

問

11人の議員の一般質問を紹介します。

観光のイメージ向上を図る

マイナスイメージにつな
がっている可能性がある
と受け止めています。こ
れから夏の観光シーズン
を迎える中、北海道全体
でイメージアップを図る
ことが重要であり、本市
としても、
ウィズコロナ、
アフターコロナを見据え
つつ、引き続き本市を訪
れる観光客の皆様が安心・
Q

質

質問した事項

知床観光船沈没事故
について、無線等の通信
設備に不備があり、携帯
電話が圏外となる地域と
認識しながら運航したこ
とは大きな問題である。
この事故によって北海道
の観光産業へ与えた影響
を伺う。
今回の事故により、
北海道の観光ブランドの
A

般

■太田

一般質問通告表

幸一 議員･･･05

・知床観光船沈没事故の影響

・雨竜川ダム放流量の調整と氾濫防止

■佐々木一夫 議員･･･06
・市立病院問題の調査妨害

・エックス線撮影装置は不正入札では

■松本

雅祐 議員･･･06

・医療用ウィッグ等の助成を

・市内の公立高校生に端末購入費助成

■辻本

智 議員･･･07

・良質な学校給食の継続を

・地元農産物の地域内循環を急ぐべき

■田中

昌幸 議員･･･08

・道路除排雪助成額の拡大を

・会議イベント等に託児所設置支援を

■大前

昭代 議員･･･08

・18歳成人に係る支援は

・父親のメンタルヘルスにも支援を

■田畑

陽美 議員･･･09

・特定妊婦への支援について

・教育現場での「さんづけ」について

■小田

雅一 議員･･･10

・市内２高校の存続に向けて

・これからの人口減少対策の取組は

深川市ハザード
マップ：市HP

■宮澤

孝司 議員･･･10

・事業者への経済対策は

・子供たちの学びに「郷土かるた」を

■北名

照美 議員･･･11

・市発注工事の労賃調査を

・深川消費者協会への支援を

■北村

薫 議員･･･12

・農業資材の高騰について

鷹泊ダム放流の様子

・デマンド交通実証実験の地域拡大

市立病院の調査と調
査委員会の調査との診療
放射線課管理職員の証言
変遷の理由を常任委員会
で確認したが、市長に再
調査を実質禁じられたと
報告された。議会への虚
偽報告・証言で隠蔽では
ないか。
市立病院診療放射線
課に関する調査委員会で

市立病院問題の調査妨害

から６か月かかると報告
されており、１か月を納
期とする入札では他社の
応札が不可能な不正入札
ではないか。
受注生産の場合は一
般的に３か月程度を要す
ると言われていますが、
当該医療機器は受注生産
品ではなく、他の病院で
も短期間で納品された実

調査委員会の報告が最終
く、これ以上の調査は不
要と判断したもので、虚
偽報告・証言による隠蔽
とは捉えていません。

エックス線撮影装
置は不正入札では
事業者と市立病院管
理職員による録音会話の
仮押さえの医療機器は、
受注生産で納入に３か月

医療用ウィッグ等の助成を

績があります。また、短
期間での納品が可能なこ
とを確認した上で、納期
を約２か月後に設定し一
般競争入札を執行してお
り、当該事業者以外も応
札が可能な状況だったと
調査委員会の報告書にも
あるので、刑法の適用を
受けるとは捉えていませ
ん。

深川市立病院

医療用ウィッグのイメージ

は、病院の内部調査の範
囲を超えた、客観的な証
拠などの確認と並行した
聞き取り調査を行い、記
憶のみの証言に頼らない
事実を確認しています。
市としては同調査委員会
の調査報告書を最終報告
と位置づけて公表してお
り、市長が調査をしない
よう指示したわけではな

実態を踏まえて調査研究

深川市立病院診療
放射線課に関する
調査委員会：市HP

深川西高校・深川
東高校の魅力づく
りへの支援：市HP

「護憲クラブ」

「令和公明クラブ」

A

き かずお
さ
さ

議員

Q

議員

佐々木一夫

松本雅祐

まつもとまさひろ

Q

A

問
質
般
一
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抗がん剤治療に伴う
脱毛や乳房切除等の外見
変化により、患者は自尊
心を傷つけられ、日常生
活や就労に大きな影響を
受ける。社会参加が図ら
れるよう医療用ウィッグ
等の購入費助成の考えを
伺う。
これまで医療用ウィ
ッグや乳房補助具の購入

急激な円安と燃油価
格の高騰は、市内の事業
所と市民生活に大きな影
響を及ぼしている。地方
創生臨時交付金を活用し、
地元食材を使用した給食
の提供と保護者の負担軽
減に向けた行政の考えを
伺う。
北空知圏学校給食組
合では、食材費高騰に伴

どのような方策が取れる
のか、他の自治体の取組
等について調査研究に努
めます。

市内の公立高校生
に端末購入費助成
本年度から、高校生
もタブレット端末を実費
で用意することになった
が、入学時は制服等の購

入により負担が大きい。
市内２校の魅力の一つと
して生徒の端末購入費を
助成し、保護者の負担軽
減を図る考えを伺う。
タブレット端末の購
入費助成は、保護者の負
担軽減につながりますが、
入学生確保の観点では、
全国の高校でタブレット
端末が導入され、市内の

公立高校だけの魅力には
つながりにくいと考えら
れます。また、助成には
多額の費用が必要となる
ことから、実施は難しい
と考えますが、入学生確
保にどのような支援が有
効であるか、高校の魅力
づくりに向けた検討会に
おいて、引き続き意見を
伺っていきます。

学校給食のイメージ

な 役割を果たしています
が、 市内事業所から流通
拡大の要望や、 Ｊ Ａ き た
そらちにおいても旬の野
菜をもっと地元の消費者
に味わっていただきたい
との強い思いがあり、市
としても今後、ＪＡきた
そらちと十分に協議、相
談していきたいと考えま
す。

北空知学校給食組
合：HP

への助成制度はありませ
んでしたが、市としては、
がん治療に伴う外見の変
化に対するアピアランス
ケアは、重要なものと考
えています。本市として
は、まず市内における実
情を的確に把握すること
が重要と考えており、早
急に調査を行うとともに、
その実態を踏まえ、今後

良質な学校給食の継続を

でどおりの栄養バランス
や量を保った学校給食が
提供されるよう、給食組
合と協議していきます。

地元農産物の地域
内循環を急ぐべき
本市では、良質な農
産物が多数生産されてお
り、市内の施設給食食材
としても安定供給を求め

る声が寄せられている。
地産地消により地元農家
を応援する仕組みづくり
について、市の考えを伺
う。
野菜等の市内での流
通、消費の取組は、地元
農産物への理解や消費拡
大を推進する上で重要で
あり、道の駅内にある農
産物直売所エシルは大き

これまでの学校給食を維持

い、年度途中に給食費の
変更は行わない予定と伺
っており、保護者の負担
が増加することはありま
せんが、物価高騰の対策
として給食費に限らず、
市全体の取組の中で、様
々な支援の検討が必要と
考えています。また、今
後の食材費などの価格の
変動には注意し、これま

No.248
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「モ・レラ（静かな風）」

智

A

A

議員
さとし

辻本
つじもと

Q

A

Q

A

Q

Q

問
質
般
一

燃油高の影響に加え
受益住民の高齢化も進み、
物価高に反し年金が削ら
れている今、除排雪費の
負担が重くのしかかって
いる。地方創生臨時交付
金の原油価格・物価高騰
対応分の活用による支援
拡大について伺う。
燃油価格の高騰は、
除排雪経費にも大きな影

道路除排雪助成額の拡大を

直しとなることから、市
民からの要望や市全体の
事業、予算の状況を考慮
し、慎重に検討していき
ます。

会議イベント等に
託児所設置支援を
子育て中の保護者が
子供を預けられず、会議、
行事、イベント等への参

加を断念せざるを得ない
ことが多くある。託児所
があれば可能となるため、
設置資金や人材を支援す
る 制度の創設について伺
う。
会議やイベント等を
主催する団体が、独自に
託児所を開設する場合、
子供の安全面を考慮する
と、保育士に託児を依頼

要望を踏まえ慎重に検討

響を与えていると感じて
います。除排雪事業助成
において私道の助成額
は、 毎 年、 最 新 の 軽 油・
ガソリン価格や労務単価
等を用いて積算しており、
現下の状況を踏まえ、助
成額を拡充する場合は、
公平、平等の観点から、
市道の除排雪も見直す必
要があり、制度全体の見

A

歳成人に係る支援は

Q

要望・相談に丁寧に対応

「民主クラブ」

18

することが最善と考えま
すが、市内の保育施設で
は慢性的に保育士が不足
している状況にあります。
市としては、今後、託児
所設置に関して、保育士
や開設場所の確保といっ
た課題等を整理し、資金
や人材面など、どのよう
な行政支援が可能か研究
していきます。

除排雪作業の様子

出産・子育てに関する講
話の様子

議員
た な か まさゆき

議員

除排雪事業助成
実施要綱

育児相談サロン
“にこにこ”
：市立
病院HP

「民主クラブ」

田中昌幸

大前昭代
おおまえ あ き よ

Q

A

問
質
般
一
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成人年齢が 歳にな
り、親の同意なしに権利
を行使することが増える
とともに課せられる責任
も大きくなる。本人や父
母等も心配や不安を伴う
重要な問題と考えるが、
学習機会等の支援がある
か伺う。
成人年齢の引下げに
ついては、中学校の公民
18

若年妊娠や望まない
妊娠、経済的困窮や精神
的問題などで、出産前か
らサポートを必要とする
特定妊婦に対し、万が一
の事態を防ぐためにも充
実した支援体制が大切で
ある。本市の対応と今後
の考えを伺う。
特定妊婦を含む、全
ての妊婦への支援として、

ので、具体の相談があれ
ば、関係機関・団体の紹
介や講師選定アドバイス
など、丁寧な対応を心が
けていきます。

父親のメンタルヘ
ルスにも支援を
「イクメン」という言
葉が定着し、男性の育休
取得も促進され、積極的

に育児に参加する父親が
増えている一方、父親の
産後鬱のリスクが指摘さ
れている。父親の産後鬱
に対する支援策等を伺う。
市では、妊娠中の健
康教育として、妊婦とそ
の家族を対象としたマタ
ニティサロンを実施して
いますが、父親の産後鬱
に関する情報提供は行っ

ておらず、市立病院でも
助産師による育児相談サ
ロンを実施していますが、
父親のみの利用や、父親
の産後鬱に関する相談は
これまでありませんでし
た。今後は、父親の産後
鬱の情報提供や、相談窓
口を周知し、相談しやす
い体制を確保していきま
す。

から、集団の場では「さ
んづけ」で呼ぶよう指導
しています。入学時には
「さんづけ」に違和感を持
つ児童もいると思います
が、２年生以上になると
理解力が高まるため、機
会を捉えて「さんづけ」
には、相手を大切にする
ことなどの意味があると
児童に説明しています。

妊婦相談のイメージ

の授業や高校の授業等で、
学習指導要領に沿った学
習の機会が確保されてい
ます。成人を対象にした
学習会は開催していませ
んが、生涯学習出前講座
の要望があれば、要望内
容に沿えるよう関係所管
と検討し、学習機会のコ
ーディネートという形で
の支援も可能と考えます

特定妊婦への支援について

係機関と情報共有しなが
ら、よりきめ細やかに支
援していきたいと考えま
す。

教 育 現 場 で の「 さ
んづけ」について
学校では、児童たち
を統一して「さんづけ」
で呼んでいるとのことだ
が、児童たちにどのよう

に伝えているのか。特に
新入生に対しての対応な
ど、呼び名の敬称につい
て ど の ように指導してい
るのか。
教員の児童に対する
呼び方や、児童同士の呼
び方については、学習指
導要領等に規定はなく、
各小学校の独自のルール
として、男女平等の観点

きめ細やかな支援に努める

保健師による家庭訪問や
電話相談等を行っており、
特にハイリスク妊婦とし
て把握した場合は、個々
の状況に合わせ、家庭訪
問や面接の機会を増やし、
病院や児童相談所等の関
係機関と連携しながら、
安心して子供を産むこと
ができる環境づくりに努
めています。今後も、関
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母子に関する健康
相談及び訪問
：市HP

A

A

「民主クラブ」

Q

議員
たばたはるみ

Q

A

Q

A

田畑陽美

Q

問
質
般
一

北海道教育委員会よ
り、深川東高校の学科を
令和７年度から１間口に
再編する計画案が示され
た。今後は、より多くの
市民の声を聴くことが必
要と考えるが、地域にお
ける今後の協議の考えを
伺う。
昨年、深川西高校の
３学級回復へ向け開催し

市内２高校の存続に向けて

内２高校の存続や学科の
在り方等について協議
し、結論を導き出してい
きます。

これからの人口減
少対策の取組は
人口減少は、地域経
済の衰退など、住民生活
に様々な影響を及ぼす。
深川市の人口推移と、ま

ち・ひと・しごと創生人
口ビジョンで示している
人口の将来展望につい
て、現段階での市の考え
を伺う。
近年の人口動態の傾
向は、転入出による人口
減少は緩やかですが、出
生数が減少しているた
め、自然動態による減少
が大きくなっています。

幅広く意見を伺い検討する

た市内公立高等学校の在
り方に関する意見交換会
の構成員は、市内の小中
高校の学校長及びＰＴＡ
会長、高校の同窓会長、
商工会議所としていまし
たが、
範囲をさらに広げ、
幅広く意見を伺うための
体制を構築し、北海道教
育委員会の説明を聞く機
会も設けるなどして、市

事業者への経済対策は

本市では、人口ビジョン
等に基づき、人口減少に
負けない活力ある持続可
能なまちづくりを推進し
ており、移住・定住施策
などに取り組むとともに、
新型コロナウイルス感染
症や原油価格・物価高騰
などの社会情勢の変化に
対応し、人口減少対策を
一層推進します。

深川東高校

これまでの事業者支援の
取組

Q

引き続き経済対策を検討

「令和公明クラブ」

A

議員
だ まさいち
お

議員

高校配置計画：北
海道教育委員会
HP

新型コロナウイル
ス関連事業者向け
支援：市HP

「公政クラブ」

小田雅一

宮澤孝司

みやざわた か し

Q

A

問
質
般
一
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地域経済が元に戻る
には時間がかかり、今後
は原油価格・物価高騰に
対する新たな支援も見込
まれる。市がこれまで実
施した、プレミアム付商
品券やふかがわ特別割な
どを踏まえた今後の経済
対策を伺う。
北海道では新たな支
援事業を予定しており、

市発注工事・業務に
おける受注事業者の普通
作業員、軽作業員、清掃
員など、それぞれの労務
単価はどうなっているの
か。支払われている賃金
等の実態調査を行うべき
と考えるが、市の考えを
伺う。
市では、国土交通省
が公表している労務単価

の検討を経済団体と連携
して進め、引き続き地域
経済の活性化が図られる
よう取り組みます。

子供たちの学びに
「郷土かるた」を
深川市は今年で開村
１３０年を迎え、歴史を
振り返る時である。子供
たちが郷土ふかがわを学

ぶ上で、親しみながら歴
史や文化を知り、郷土愛
を育むことができる「郷
土かるた」の作成につい
て伺う。
市内の小中学校では
郷土学習を行っており、
ふるさとを愛する心が育
まれるよう、今後も継続
して取り組んでいきます。
また、今年度は地方創生

臨時交付金を財源に、縄
文遺跡を活用した地域振
興プロジェクトの一環と
して、新しい文化財パン
フレットの作成を進めて
いるため、「郷土かるた」
の作成は今のところ考え
ていませんが、郷土を学
ぶ新たな資料として、今
回作成するパンフレット
を活用する予定です。

への参加や、スプリング
フェスタをはじめとする、
協会が関わる各種行事へ
の参画などの支援に努め
ています。今後とも、協
会の運営支援に取り組む
とともに、協会の持続的
発展に寄与できるよう、
協 会役員と連携を図りつ
つ、可能な支援に努めま
す。

消費者協会の料理教室

本市としては、その対象
事業者の申請手続をサポ
ートするとともに、国の
地方創生臨時交付金の原
油価格・物価高騰対応分
が拡充され、より幅広い
対 応 が可能となったこと
から、 現下の状況を見極
めつつ、これまでに本市
が実施した事業の再検討
や、効果的な新たな事業

市発注工事の労賃調査を

に対応されていると判断
していますので、市とし
ては、調査を行っていま
せん。

深川消費者協会へ
の支援を
深川消費者協会と深
川地域消費者センターは
消費生活の向上のため重
要な役割を果たしている。

協会の役員諸氏の意見に
耳を傾け、協会発展のた
め行政努力と支援が重要
と考えるが、市の考えを
伺う。
深川消費者協会は、
本市の消費者行政とも密
接に関係していることか
ら、市が事務局を担い、
総会や役員会など、年間
回ほど開催される会議

適正賃金支払は受注者責務

を用いて工事費等を積算
し、適正な賃金水準を確
保するため、ダンピング
対策等を講じながら、適
正な競争を生む一般競争
入札を実施しています。
また、入札告示において、
労働関係法令等を遵守す
ることを明記しており、
賃金等の労働条件は、受
注者の責務として、適正
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消費者センター
：市HP
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「日本共産党」

Q

議員
きたなてるみ

Q

A

Q

A

北名照美

Q

問
質
般
一

新型コロナウイルス
感染症の影響やウクライ
ナ情勢等を背景に、農業
に必要な生産資材の価格
高騰が続き、農業経営も
厳しさを増している。米
どころ深川市として、対
策をどのように講じてい
く考えか伺う。
農業資材等の高騰は、
農業経営にも大きな影響

「公政クラブ」

薫

北村

農業資材の高騰について

関係機関・団体などと連
携し、どのような対応が
可能か、今後十分検討し
ていきます。

デマンド交通実証
実験の地域拡大
現在、市内ではデマ
ンド交通「納内経由菊丘
線」の実証実験が行われ
ているが、一已町鉄南地

デマンド交通「納内経由
菊丘線」

の取組を進め、ダイヤ改
正後の輸送量を見極めた
いと考えています。なお、
地域公共交通活性化協議
会や町内会長との意見交
換会の中で、経路上にあ
る別の公共交通空白地域
を対象地域に加えてはど
うかと提言がありました
が、課題もあるため慎重
に検討していきます。

ホームページの一般質問通告表で確認できます。

質問内容は、深川市議会ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルや

区の市民からも利用を希
望する複数の声が届いて
いる。デマンド交通の対
象地域を拡大する考えを
伺う。
納内経由菊丘線は、
路線バスが休廃止された
公共交通空白地域の移動
手段として重要な役割を
担うもので、まずは対象
地域での定着と利用促進

今後どう対応が可能か検討

を及ぼすことが懸念され
ており、国では肥料コス
ト低減体系緊急転換事業
を、北海道でも施設園芸
エネルギー転換促進事業
や化学肥料購入支援金給
付事業などが実施される
予定です。市では、これ
らの事業を推進するとと
もに、農業資材等の価格
高騰に伴う影響を見極め、

デマンド交通「納
内経由菊丘線」実
証実験：市HP

一般質問通
告表

Q

議員
かおる
きたむら

掲載以外の質問項目

A

深川市議会
YouTube
チャンネル

Q

A

問
質
般
一
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■佐々木一夫 議員
・贈賄・入札妨害で代表者が逮捕された有我工業所に関する虚偽答弁について
・診療放射線課に関する調査報告書は隠蔽書であり撤回すべきでは
・地域限定入札制度の見直しについて
・音江中央保育園不正事件について
■松本 雅祐 議員
・新型コロナウイルス感染症について
・ヤングケアラーの実態把握と支援について
・アグリワーケーション等の活用による地域活性化を図る取組について
・農福連携について
■辻本
智 議員
・多面的機能支払交付金事業の取組実績と広報の在り方について
■田中 昌幸 議員
・市施設使用料、利用料の見直しについて
・会計年度任用職員の待遇向上について
・市立病院の経営状況について
■大前 昭代 議員
・小１プロブレムについて
■田畑 陽美 議員
・来庁者とのコミュニケーションについて
・主食用米の作付について
■小田 雅一 議員
・物価高騰による影響について
・深川市開村130年・市制施行60年記念事業について
■宮澤 孝司 議員
・市長選挙について
・桜山パワーアップロードについて
・地域振興について
■北名 照美 議員
・ロシアの隣国ウクライナ侵攻について
・生活保護行政について
・市立病院診療放射線課管理職員に関わる問題について
・新中央保育園保育室のエアコンについて
・多度志小学校について
・加齢性難聴者の補聴器購入助成について
・市内在住の外国人及び外国人労働者について
■北村
薫 議員
・市内飲食店等への経済対策について
・市内小中学校における不登校の現状について
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