高木啓尊市政相談室

活動報告

旭川市議会防衛懇話会
第 2 師団視察

昨年初めて開催しました「市政報告と懇親の集
い」では、皆さんと楽しい時間を過ごさせてい
ただきました。今年も地域の会館をお借りし、
下記の日程で開催します。
和気あいあいとした楽しい集いです。地域に関
係なく都合の良い日程の会場にご参加くださ
い。お待ちしております。
※ 会券は、3 会場共通券です。ご参加いただ
ける会場にお持ちください。当日会場におい
ても会券をご用意しております。
●第 1 会場 永山３区会館前〈永山 3 条 15 丁目〉
8 月 21 日（日） 午後 4 時～
会費：2000 円
※青空の下、ジンギスカンとなります。
●第 2 会場 末広地区センター〈末広 2 条 4 丁目〉
8 月 27 日（土） 午後 6 時～
会費：1500 円

1 条買物公園前定例土曜街宣
佐々木隆博代議士と

第 24 回参議院議員選挙
民進党応援街宣（永山シーナ前）

2 年目に入り、少しずつ自分の色を出しながら、住みやすい旭川のま
ちづくりに向けて、全力で取り組んで参ります。引き続き、皆様からの
ご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

旭川市は様々な事業に応じ
てパンフレットが作られて
います。その数は数え切れ
ないほど。なのに、旭川市
の概要や魅力、主要な事業
などを記載した、各部局が
共通して活用できるパンフ
レットはありません。その
ことを質し、前向きな回答
をいただきました。パンフ
レットは、そのデザイン性、
内容により、旭川市のアピ
ールに大きな効果を生む媒
体であります。デザイン性
の高い魅力あるパンフレッ
トの早期作成を望みます。

年度、第二定例会…市長提出議案の、議案 本
報告議案４本を可決し終了しました。一般質問にも立
たせていただき、①地域包括ケアシステムの構築に向
けて、②紙媒体による新たな広報戦略とその活用につ
いての２点、質疑を行ってきました。（裏面参照）
本議会では、３月定例会を終えた段階で全国 自治
体が制定している「手話条例」について、旭川市でも制定すること
ができました。また補正予算では、現在の重要な課題の一つである「道
内空港一括民営化」問題における「空港運営効率化推進費（資産調査
費）」が提出されました。資産調査は必要であり、実施するにしても、
空港一括民営化に参加するか否かは、メリット、デメリットを含めさ
らに調査し、検討することが必要です。
私たち民主・市民連合からの意見書は「貸与型奨学金制度の改善と
教育費負担の軽減を求める意見書」に加え、緊急性があるとして、
「沖
縄の米軍属による事件に関し、日米地位協定の運用の改善等再発防止
を求める意見書」を提出し、２件とも賛成多数で可決しました。

第９回北海道空手道交流大会
木村峰行前道議と（役職:副会長）

パークゴルフは、健康増進を兼ねた交流のス
ポーツとして、楽しむ人が年々増加していま
す。高木ひろたかも昨年の第 1 回大会で初め
てパークゴルフを経験し、ホールインワンを
決めるなど、パークゴルフの楽しさを実感し、
第 2 回大会を楽しみにしています。
大会は昨年同様 9 月開催であり、詳細は下記
の通りです。初心者の方はもちろん、皆さん
の今シーズンの上達を試す大会として、多く
の皆さんのご参加をお願いいたします。
●日 時 9 月 3 日（土）
午前 8 時 受付 午前 8 時 30 分開会式 終了後、競技スタート
●場 所 たかす丸山パークゴルフ場
（上川郡鷹栖町 21 線 14 号）
●参加費 1 人 / 500 円＋利用料金 300 円 計 800 円
●その他 雨天中止（小雨決行）
①お申し込みは、同封の返信ハガキにて 8 月 25 日までにお願い
いたします。ハガキが無い方はご連絡ください。
②参加集約をしていただいているパークゴルフクラブもあります。
〈お問い合わせ〉 高木ひろたか宅 tel/fax 0166-56-3882

早いもので、市議会議員として 1 年が経ちました。この 1 年すべてが
初めての経験であり、一つひとつ持ち前の“チャレンジ精神”で挑んで
参りました。なかでも、議会の一般質問、補正、決算、予算の特別委員
会などでの質疑、全国自治体の先進事例の視察など、今後の活動に向け
て大きな糧となりました。

◇ 紙媒体による新たな広報戦略とその活用について

上川教育研修センター組合
議会運営委員会（役職:委員長）

●第 3 会場 むつみ会館〈永山 10 条 11 丁目〉
9 月 3 日（土） 午後 6 時～
会費：1500 円

旭川市永山 10 条 12 丁目 3-3
Tel・Fax 0166(56)3882
http://www.takagi-hirotaka.jp
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全国の自治体で
はまちの特徴を生
かした地域包括ケ
アシステムの構築

「諸外国に例のないスピード」で高齢化が進ん
でいく中、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025
年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで
続けることができるよう「住まい・医療・介護・
予防・生活支援」が一体的に提供される地域包括
ケアシステムの構築が求められています。
さらに、今後認知症高齢者の増加が見込まれる
ことから、認知症高齢者の地域での生活を支える
ためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要で
あり、保険者である市町村や都道府県が、地域の
自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作
り上げていくことが必要です。

三好市は、40％を超える高い高齢化率で、早
急に地域包括ケアシステムを構築しなければな
らない現状にあることから、取り組みが進んでい
ます。特徴的には地域ケア会議のメンバーに、調
剤薬局、福祉施設長、郵便局、新聞販売所など、
地域のあらゆる職種を網羅している点です。
また、地域包括ケアシステ
ムの市民周知にも力を入れて
おり、市の広報誌に「地域医
療を守るために」と特集で毎
号様々な情報を発信していま
す。三好市の視察は多くを学
ばせていただいきました。

に向けて、取り組みが進められています。
私は、このケアシステムが「住んで良か
った」と実感できるまちづくりの重要な課
題であると考え、旭川版地域包括ケアシス
テムの構築に向けて、数点の課題と現状の
問題点について、市の見解を質しました。
【質問内容（抜粋）】
①本市の充実した医療機関や介護施設を
活用した旭川版ケアシステムの姿はど
ういったものか
②地域の温度差が生じているのは市の主
導的役割が足りないのではないか
③ケアシステムの内容を、広報紙等を使
った市民啓発が必要ではないか
④看取りの体制は最も重要。訪問診療ま
で実施している医師がどれだけいるの
か、増やす取り組みは？
⑤全市的課題における庁内の連携体制が
重要ではないか
質疑を終え感じたことは、地域包括支援
センターを中心に、様々な取り組みが進め
られていますが、そこに市の主体性が見ら
れず、支援センターに任せっきりという印
象を受けました。
これからが本格的な取り組みとなります
が、まだまだ課題は多く、その課題に対し
て庁内の連携を密にしながら、市のリーダ
ーシップを十分に発揮していただくことを
指摘しました。より良いまちづくりに向け、
今後もこの課題は注視していきます。

彫刻のまちとして有名な宇部市には約 200 点の彫刻があり、そのうち 100 点はときわ公園内に
あります。1961 年「第 1 回宇部市野外彫刻展」が開催され、以降 2 年に一度「全国彫刻コンクー
ル応募展」「現代日本彫刻展」と名を変え、現在の「UBE ビエンナーレ（現代日本彫刻展）」とし
て、50 年以上続いています。昨年開催された第 26 回では、世界 30 カ国から 266 点の応募があり、
その中から選ばれた 18 点の野外彫刻がときわ公園会場に展示、そこで優勝（宇部市賞）、準優勝（宇
部興産賞）の作品は、宇部市の彫刻として常設展示（場所は変わるが）されます。説明いただいた
職員から「彫刻は漢方薬みたいなもの。特効薬のようにすぐに観光や集客に繋げるのは難しいが、
街への愛着などジワジワと効果が発揮していきます」と、まさにその通りの結果になっています。
旭川市の現状を見ると、彫刻のまちとしての取組みが弱いと言えます。市が管理する彫刻 69 点
と他の彫刻を合わせると 100 点程になりますが、設置されている場所など多くの市民が知らないの
が現状であります。彫刻のまち旭川として、市民への情報発信や小中学校との連携など、出来るこ
とから始め、将来的には観光資源として多くの方に見ていただけるよう進めなくてはなりません。
旭川でもお馴染みの黒川晃彦氏の作品。
旭川買物公園 3 条にある彫刻は、
「サキソ
フォン吹きと猫」で、宇部市では「ロン
ド」という作品名で、フルートを吹く女
性との 3 点。黒川晃彦氏の様々な作品は、
全国各地に特に東京に多く展示されてい
ます。

3 月 24 日、昨年の旭川市議会議員選挙で当選した新人５名
の同期会「苺（15）会」で、旭川市近文清掃工場と近文リサ
イクルプラザの視察を実施しました。
近文清掃工場は、燃えるごみを中心に焼却処理をしており、
その熱を利用した蒸気タービンによる発電は、その売電によ
る収入は年間３億円以上あります。すでに操業開始から 20
年が経ち、平成 25 年度から実施している基幹的設備の整備に
より、後 10 年近くの延命化が図られ、排ガス対策も万全です。
リサイクルプラザは、家庭で分別して頂いている資源ごみ
をアルミ・スチールやガラスの色分けなど、さらに分別し再
生しやすい状態まで、ほぼ手作業で処理をしています。資源
物としての売払い額は、年間約 8000 万円前後の収入を得て
います。
他都市の先進例の視察も重要ですが、市の施設を視察し、
また意見交換等により課題や問題点を把握する事も重要で
す。今後も同期会で、視察を取り組んでいきたいと思います。

