たほかの質問は、深川市議会YouTubeチャンネルや一般
質問通告表でご覧いただけます。

■北名

照美 議員･･･09
■近沢

弘幸 議員･･･10

・収賄罪成立のメール内容
・市長の「筋が通らない」発言

昌幸 議員･･･12
■大前

昭代 議員･･･12
■辻本

智 議員･･･13

すので、それぞれ訴訟の
内容を精査し、弁護士に
相談した上で適切に対応
することとしています。

新光町などの市道
側溝改修について
市道新光町東４号線
などの排水Ｕ字側溝が凍
上やゆがみなどの劣化に
より、自動車のタイヤが

パンクする、歩行者がつ
まずくなど、通行に支障
を来している。早急な改
修が必要と考えるが市の
考えは。
当該市道の地域は、
比較的早い時期から住宅
地として発展してきた地
域であり、舗装や排水Ｕ
字側溝の傷みについては、
市としても認識している

地方公務員法等は含まない

通報を行ったことを理由
として解雇等の不利益な
取 扱 い を 受 け な い よ う、
事業者及び行政機関が取
るべき措置を定めたもの
であり、通報の対象に国
家公務員倫理法や地方公
務員法は含まれていませ
ん。また、訴訟への対応
については、一律な対応
は適当ではないと考えま

・小中学校教員働き方の現状
・災害支援ポケットブックの作成を

■田中

事業者支援を含む経済対策

川商工会議所ともよく相
談しながら、引き続き市
内事業者の現状把握に努
めます。

裁判経過等を市民
へ説明する必要性
市が被告である訴訟
の状況を市民が知る情報
源は少なく、市民から経
過を知りたいとの声があ

・市立病院医師の定年延長は
・深川市アートホール東洲館20周年

雅祐 議員･･･11

る。市として、しっかり
した立ち位置で情報を発
信し、市民に伝えること
が必要だと思うが市の考
えは。
訴訟の概要や経過に
ついての、広報紙などを
活用した市民周知につき
ましては、誤解を招くこ
とがないよう、また、今
後の裁判に影響が出ない

臨時交付金等を財源に実施

力・感染リスク低減支援
金やプレミアム付商品券
事業などの支援策を講じ
てきており、今議会で議
決いただいた事業継続応
援金により、幅広い事業
所を支援することとして
います。また、アンケー
ト調査は昨年３月に深川
商工会議所と連携して実
施しましたが、改めて深

・不登校生の出席扱いの考え
・女性委員の視点を生かした災害対策

■松本

公益通報者保護法について

時雄 議員･･･08

マスコミ報道されて
いる市立病院の人事異動
問題は、明らかに市側が
公益通報者保護法をじゅ
うりんしている。裁判に
要する費用と時間、行政
の遵法性と市民への敬愛
の面からも早期終結が必
要だと思うが市の考えは。
公益通報者保護法は、
労働者等が公益のために

11人の議員の一般質問を紹介します。掲載しきれなかっ

コロナ禍においては、
企業の規模、業種、業態
に対応した支援策が必要。
国・北海道との連携を含
めた支援事業の構築、ア
ンケート等で事業者の現
状を把握するなど、今後
の事業者支援を含む経済
対策について伺う。
これまでも国の臨時
交付金を活用し、休業協

■佐々木一夫 議員･･･10

A

一般質問通告表
深川市議会
YouTube
チャンネル

ところです。市道整備は、
地域から多く寄せられて
いる要望の中から、緊急
性、財政状況、地域性な
どを考慮し、優先的に整
備する路線を選定してお
り、改修計画について時
期を含め検討し、要望路
線が少しでも早く実現で
きるよう、事業の推進に
注力していきます。

よう慎重な対応が求めら
れることから、経過の周
知については難しいもの
と考えます。ただし、判
決が確定した際には、相
手方への配慮や社会性・
公益性などを考慮しなが
ら、それぞれの訴訟案件
ごとに十分検討の上、対
応していきたいと考えて
います。
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・事業者とウソの口裏合わせ
・病院入札事業者との癒着を疑う録音

■山本

Q

市道新光町東4号線

・市道の融雪時期の被害対策
・学校敷地内の大木等が倒れる危険性

陽美 議員･･･08

「令和公明クラブ」

・コロナと向き合う社会を
・高齢者世帯の除雪支援を拡充すべき
事業継続応援金のチラシ

・路線バスの利用促進策は
・地域資源を活用した加工品について

■田畑

太田幸一

議員

宮澤孝司

公益通報者保護
制度：消費者庁HP

・事業者支援を含む経済対策
・裁判経過等を市民へ説明する必要性

孝司 議員･･･07
「新政クラブ」

■宮澤

お お たこういち

議員

幸一 議員･･･06

Q

新型コロナ関連
事業者向け支援
策：市HP

・農家経済の見通しについて
・就学援助と保護者への支援について

A

・公益通報者保護法について
・新光町などの市道側溝改修について

■太田
みやざわた か し

質問した事項
Q

A

Q

A

問
質
般
一
問
質
般
一

路線バスの利用促進策は

されている。市外への普
及促進とともに、どのよ
うな物がどこで購入でき
るのか、市民への周知の
考えを伺う。
市内外に広く特産品
の周知を図るため、商品
の特徴や販売先などを掲
載したパンフレット「ふ
かがわ食の特産品ガイド」
を作成し、市民の皆さん

利用しやすくダイヤ見直し
わ４月号に公共交通事業
者の感染症対策記事を掲
載し、利用促進に努める
考えです。

地域資源を活用し
た加工品について
農業が基幹産業であ
る本市には、多くの地域
資源を活用した加工品が
あり、道の駅などで販売

などへの認知度向上に努
めています。また、令和
２年度は深川物産振興会
と連携して、ネットショ
ップ「北のふかがわマル
シェ」で取り扱う加工品
等を拡充し、市外はもと
より、市内の方々にも販
売店に出向かなくても特
産品を購入いただける取
組を進めています。

路線バス「循環線」

り倒木した樹木１本及び
倒木のおそれのある２本
を伐採し、２年度は、土
木事業者の地域貢献事業
により、グラウンド側の
広葉樹の剪定を行いまし
た。今後も、危険性の高
い樹木から順に必要な対
応を行い、事故などが発
生しないよう管理に努め
る考えです。

ひび割れが発生した道路

対応できていない課題が
ありましたが、循環線の
利用の少ない便を調整す
るなどして、令和３年４
月の夏ダイヤから、児童
生徒の登下校にも対応し
た時間帯で運行を開始し
ます。また、新型コロナ
ウイルス感染症の影響に
より利用者が減少してい
ることから、広報ふかが

市道の融雪時期の被害対策

が必要なケースは、雪解
け後、舗装補修工事等を
実施しています。

学校敷地内の大木
等が倒れる危険性
市民から、一已小学
校の敷地内に枯れ枝が多
く落ちており、大風や雨
で枝が折れて住民に当た
るのではないかと相談を

受けた。樹種により寿命
は異なるが、今後、根か
ら倒れる危険性も考えら
れることから、市の対応
策を伺う。
一已小学校敷地内の
樹木の管理については、
教育委員会の職員が目視
による樹木の状況確認等
を随時行っているほか、
令和元年度は、台風によ

破損箇所は直ちに応急修繕

の破損やひび割れ等が生
じることが多くあり、破
損箇所の早期発見のため、
道路パトロールによる舗
装状態の調査を行い、市
のホームページでは破損
箇所の情報提供をお願い
しています。破損箇所は
直ちに応急修繕を行うこ
とで、事故を未然に防ぐ
よう努め、本格的な補修

事業者とウソの口裏合わせ

事態の全容解明を行い、
その上で、市として確認
された事実に基づき、厳
正に対処する考えです。

病院入札事業者と
の癒着を疑う録音
市立病院放射線課管
理職員と入札関連事業者
との間で便宜供与があっ
たと疑われる録音がある。

内容は入札前の物品仮押
さえや入札時期に関する
会話である。この問題の
全容解明と市長の責任を
問う。
医療機器に係る事業
者と職員との録音記録に
ついても、本市として全
く承知していなかったも
ので、今後速やかに、録
音された記録の内容が事

事実を確認し厳正に対処

ットに係る録音記録の内
容については、これまで
市立病院が内部調査をし
てきた結論を根底から覆
すもので、全く承知して
いなかったものです。ま
ずは今後速やかに、録音
された記録の内容が事実
であるかどうか、誰がど
のような場所で取得した
のかを確認するとともに、

北のふかがわマル
シェ：市HP
「道路の危険箇所」
連絡のお願い：市
HP

Q

Q

住み続けられるまち
づくりにおいて、公共交
通はとても大切な要素の
一つである。より多くの
市民に路線バスの利用を
促すため、様々な視点で
の提案が必要になると認
識しているが、市の考え
を伺う。
路線バスの循環線は、
児童生徒の夏場の通学に

近年、古くなった市
道では、路面凍結による
ひび割れや盛り上がりが
発生し、雪解け時期は人
や車の通行に影響を及ぼ
している。道路の損傷に
よる事故を未然に防ぐ対
策について伺う。
毎年、市道において
は、雪解け時期から老朽
化や凍上などによる舗装

市立病院放射線課管
理職員が入札関連事業者
にプロ野球観戦チケット
を要求し、双方が倫理違
反に気づき授受はなかっ
たと議会で答弁した。ウ
ソの口裏合わせだと示す
録音があるが、再調査の
考えは。
議員から新たに示さ
れた、プロ野球観戦チケ

きたなてるみ

実であるかどうかを確認
するとともに、確認され
た事実に基づき、厳正に
対処していきたいと考え
ています。責任について
は、事態の全容を明らか
にし、今後二度とこうい
った事態を招くことがな
いよう、その体制をつく
り上げることと思ってい
ます。
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「日本共産党」

A

A

深川市立病院

「令和公明クラブ」

A

議員
たばたはるみ

議員
議員

Q

深川市立病院HP

「民主クラブ」

田畑陽美

山本時雄

やまもと と き お

北名照美

Q

A

Q

A

Q

A

問
質
般
一
問
質
般
一

昨年は新型コロナウ
イルス感染症の拡大によ
り、米の民間在庫増大や
ソバ・肉牛などの販売価
格下落など、農家経済は
大きな影響を受けた。本
年の農家経済の見通しを
市としてどう考えている
か伺う。
昨年は本市の主要な
農産物にも影響があり、

農家経済の見通しについて

国費等の活用も視野に入
れながら、販売拡大など
影響緩和に向けた取組を
引き続き推進する考えで
す。

就学援助と保護者
への支援について
コロナ禍等の影響で、
収入が激減し家計が苦し
い状況にあると聞く。児

童生徒が安心して学校生
活を送るための支援・援
助はどのようなものがあ
るのか。また、新たな支
援・援助の考えを伺う。
市では、生活保護世
帯に準ずる程度に困窮し
ていると認められた世帯
に対し、学用品費などを
支給する就学援助を行っ
ており、国の基準額等が

販売拡大などの取組を推進

市ではソバ・肉牛の販売
手数料等に対する支援や、
地元農産物の消費拡大イ
ベントを実施したほか、
ＪＡきたそらちにおいて
も、生産者への経済的な
影響を最小限に抑えるた
めの各種支援や取組が実
施されました。今年もＪ
Ａきたそらちをはじめと
した農業団体と連携し、

収賄罪成立のメール内容

で、刑事事件となる案件
が発生するようであれば、
しっかりと対応したいと
考えています。

市 長 の「 筋 が 通 ら
ない」発言
地元新聞が、市長は
留萌本線問題のＪＲの対
応を「筋が通らない」と
発言したと報じた。自身

の市政執行の道の駅問題
と市立病院問題はどうか。
市民の不信と批判は多い
が、市長の対応と見解を
伺う。
市長就任以来、常に
市民の皆さんが暮らしや
すい街となるよう市政運
営に努め、基本的には一
貫したものを持っていま
すが、社会情勢や制度は

収賄罪に当たらないと判断

北名議員より新たな事実
が示され、録音内容の事
実確認とともに、事態の
全容解明に取り組むこと
としています。職場のコ
ン ピ ュ ー タ ー を 使 っ て、
チケットに関するメール
のやり取りをしただけで
は収賄罪には当たらない
と判断していますが、再
調査で事実確認を行う中

不登校生の出席扱いの考え

の 課 題 が 多 く あ る た め、
他市の状況や先進事例な
どを参考に研究したいと
考えます。

女性委員の視点を
生かした災害対策
災害対応のための地
域防災会議に女性委員が
少ない。災害対策には、
子供や高齢者、障がいの

ある方に寄り添った支援
が必要である。女性委員
を増やし、女性の視点を
生かした体制は作れない
のか。
国の第５次男女共同
参 画 基 本 計 画 に よ る と、
全国の市町村防災会議委
員に占める女性の割合は、
２０２０年の現状値が８・
８％で、２０２５年には

ＩＣＴ活用の取組を研究

問などによる対面指導が
適切に行われた場合、出
席扱いにできるとされて
おり、教育機会の確保等
の面からも、どうしても
学校に通えない児童生徒
に対する、ＩＣＴを活用
した取組は有効な手段だ
と考えています。まずは、
オンライン授業を実施す
るための体制づくりなど

就学援助：市HP

見直された場合には、速
やかな対応に努めたいと
考えます。なお、本市独
自の教育に関する支援と
して、部活動の各種大会
等 で の 交 通 費、 宿 泊 費、
参加費等の助成や、学校
ま で が 遠 距 離 の 場 合 に、
最寄りのバス停から学校
までの定期券支給などを
実施しています。

地元農産物の
消費拡大イベント

常に変化があり、柔軟か
つ適切な対応も必要にな
ります。そういった一貫
したものと柔軟な姿勢を
持ちながら、就任以来、
一貫して仕事をさせてい
ただいています。道の駅
や市立病院に対する対応
についても、終始一貫し
た対応に努めていると自
負しています。

深川市立病院

Q

％を目標にするとされ
ています。女性の視点か
らの災害対応が行われる
ことは、防災や減災、災
害に強い社会の実現に、
大変重要なことと考えて
いますので、本市として
も、他自治体の動向を聞
きながら、調査・研究を
行っていきたいと考えま
す。
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市立病院放射線課管
理職員のチケット要求メ
ールに事業者は無料提供
を承諾し、人事院規定で
は懲戒処分相当で訓告で
は済まない。収賄罪は成
立し、刑事訴訟法で公務
員は告発義務があるがな
ぜ対応しないのか。
プロ野球観戦チケッ
トをめぐる件について、

児童生徒の中には、
様々な理由により、学校
に通いたくても通えない
ことがある。現状では学
校で対面授業を受けない
と出席にならないが、オ
ンライン学習等を活用し
て出席扱いにできないの
か伺う。
文部科学省では、Ｉ
ＣＴを活用した学習と訪

A

ＩＣＴを活用した学習

A

A

「新政クラブ」

「令和公明クラブ」

Q

Q

避難所運営マニュ

議員
き かずお
さ
さ

議員

懲戒処分の指針に
ついて：人事院HP

30 アル：市HP

「公政クラブ」

近沢弘幸

ちかさわひろゆき

議員

佐々木一夫

松本雅祐

まつもとまさひろ

Q

A

Q

A

Q

A

問
質
般
一
問
質
般
一

市立病院の医師確保
は待ったなしの情勢であ
る。現状、医師確保の困
難性が高いことから、ベ
テラン医師の確保もでき
る医師の定年を延長する
条例改正の考えと、他市
の先進事例の運用状況に
ついて伺う。
本市の条例において
は医師の定年を 歳とし

教育現場は、授業等
に加え感染症対策も求め
られ、教員の献身的な勤
務で成り立つ。働き方改
革アクション・プランの
目標にある超過勤務縮減
や部活休養日の設定、有
給休暇取得促進等の達成
状況を伺う。
超過勤務時間を年間
３６０時間以内とする目

65

新型コロナウイルス
感染症は、いまだ収束の
見通しが立たない。感染
された方はもとより、濃
厚接触者とその家族の人
権を守り、偏見と差別を
認めない地域づくりに向
けた行政の役割について
伺う。
新型コロナウイルス
に感染した方や、その家

市立病院医師の定年延長は

の検討状況なども情報収
集し、医師の定年延長に
ついて検討を進めたいと
考えます。

深川市アートホー
ル東洲館 周年
全道でも３本の指に
入る高い評価の美術館と
して、芸術文化の発信と
交流人口拡大の役割を果

たしてきた東洲館は、今
年５月で開館 周年を迎
える。予定される記念事
業の内容と支援等の考え
について伺う。
開館 周年を迎える
に際し、市として実施す
る記念事業等の計画はあ
りませんが、指定管理者
において小川東洲氏と東
洲氏の弟子である梅木陽

他市の状況などを情報収集

ており、特に必要とする
職種等は 歳までの勤務
が可能ですが、医師は特
に確保の難しい職種であ
り、医師の定年延長は今
後重要な課題であると認
識しています。北海道内
では砂川市が医師の定年
を 歳 に 改 正 し て お り、
砂川市の運用状況などを
確認するとともに、他市

小中学校教員働き方の現状

を全校で行い、令和２年
度は全道統一の９日間よ
りも長い 日間として実
施しています。

災害支援ポケット
ブックの作成を
災害に見舞われた後、
様々な申請を行うために
テキパキと動ける人はあ
まりいないと思う。災害

時や被災後に受けられる
支援や助成を一覧にした
ポケットブックが必要と
思うが、作成の考えを伺
う。
市では、災害後の支
援や免除に関する情報を
一覧にしたものは作成し
ていませんが、国におい
て被災者支援に関する各
種制度の概要という資料

様々な働き方改革を推進

標については、令和２年
度末の達成は ％程度に
とどまるものと見込んで
いますが、部活動休養日
はおおむね達成、有給休
暇取得促進策である学校
閉庁日、変形労働時間制
の活用、定時退勤日の設
定は全校が目標を達成し
ています。また、学校閉
庁日は深川市独自の取組

コロナと向き合う社会を

おいてもコロナ差別をな
くすことなどを記載した
項目をつくり、今後もそ
の内容や構成を工夫して
いく考えです。

高齢者世帯の除雪
支援を拡充すべき
高齢者世帯が増加し
ている現 状、冬 期 間の自
宅周囲の除雪が大きな負

20

担となっている。地域の実
情を踏まえた、福祉除雪
サービス制度の対象拡充
と柔軟な運用が必要と考
えるが、市の見解を伺う。
福祉除雪サービス制
度は、収入要件など、一
概に比較できる条件下で
はなく、自力では除雪が
できず、近くにも協力者
がいないなどの前提条件

人権への配慮を広く周知

族などに対しての偏見や
差 別 は あ っ て は な ら ず、
一人一人が正しい情報に
基づき、この感染症に向
き 合 い 行 動 す る こ と が、
自身や社会を守ることに
つながると考えます。人
権 へ の 配 慮 に つ い て は、
広報紙や新聞折り込みな
どで広く市民に周知する
ほか、市ホームページに

一氏の書道展のほか、写
真展などを開催する予定
です。市としては、開催
に向けたＰＲなどの協力
をするとともに、今後も、
アートホール東洲館が市
民に愛され芸術に親しむ
場として活用いただける
よう、指定管理者と協力
し、取り組んでいきたい
と考えます。

アートホール
東洲館：市HP

を作成していますので、
当面はその内容を市ホー
ムページで紹介するなど
して、各種支援制度の周
知を図ります。また、防
災情報を網羅した携行可
能なポケットブックの作
成については、他市の状
況を聞きながら、調査・
研究を行いたいと考えて
います。

があります。対象として
の公平性や協力者の確保
などの課題もありますが、
市 民 か ら の 相 談 に 対 し、
相談者の状況に合わせた
柔軟な対応も必要と考え
ることから、実施主体者
である㈱深川振興公社と
事業内容の見直しについ
て協議していきたいと考
えています。
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アートホール東洲館
感染症対策が求められる
教育現場
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学校における働き
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