高木啓尊市政相談室
金沢市は、全国的に人口減少が問題となっている中、金沢市におい
ても緩やかではありますが、減少する推移となっています。また、空
き家数の推移は、平成 20 年調査からの 5 年間で、空き家全体の数は
減少しているものの、まちなか（中心部）に全体の 3 割が集中してい
ます。事業としては、まちなか定住促進と移住促進対策に空き家対策
をセットに、まちなかには郊外からの定住、郊外は市外からの移住を
促進する考え方をもって様々な事業を展開しています。それぞれ物件
については、かなざわ空き家活用バンクに掲載されている物に限って
おり、掲載物件数を増やしていくことが今後の課題の一つであると思
われます。旭川市においても、空き家問題、中心市街地の活性化など
同様の課題を抱えている中で、金沢市の「まちなかには郊外からの定
住、郊外は市外からの移住を促進する」考え方は、非常に参考になる
と考えます。
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11 月 3 日発令の秋の叙勲に
おいて、私が心から尊敬す
る元旭川市議会議長三井幸
雄先輩が、この度「旭日小綬
章」を受賞しました。
6 期 24 年間、旭川市政の発
展にご尽力いただき、市議
会議長を 4 年間務められた
ご功績の賜物であり、心か
らお祝い申し上げます。
私自身、三井幸雄先輩の後
継者として教えを大切に
し、これからも旭川市のま
ちづくりに全力で取り組ん
でまいります。
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核家族化や地域のつながりの希
薄化により、地域において妊産婦
やその家族を支える力が弱くな
っている現状にあります。そうし
たことから、妊娠期から出産、子
育て期に至るまで切れ目のない
支援の図るため、平成 年度より
子育て世代包括支援 センターを
設置し、きめ細かな相談支援等を
実施しています。
そして事業展開が遅れていた 産
後ケア につ いて 年度よ り実施
する予定です。この事業は、退院
直後の母子への心身ケア、育児の
サポート等を行うことが目的で、
「宿泊型」
「デイサービス型」
「ア
ウトリーチ型」があり、事業に応
じて助産師・保健師・看護師等が
担当します。

議員が当該選挙区の方
へ年賀状、暑中見舞状等
のあいさつ状を送るこ
とは、公職選挙
法第 147 条で、
禁止されてい
ます。

ひたちなか市の 1,952 戸の市営住宅の内、昭和 30 年～40 年代に建
設された住宅の老朽化が著しく、維持管理費の増大や耐震補強工事が
不可能な住宅があり、緩やかとは言え人口減少が進む中、建替えは長
期的な維持管理、需要が減少した場合の対応などリスクが生じること
から、民間賃貸住宅を活用する家賃補助制度を平成 22 年度よりスタ
ートしました。事業内容としては、物件情報については認定事業者が
管理・斡旋し、家賃が月額 50,000 円以下となっています。家賃補助
は、家賃月額の 1／2（上限 20,000 円）、補助期間最長 60 ケ月です。
応募要件としては、収入基準や市町村税の滞納がないことなど、7 項
目の要件をすべて備えていることが条件となっています。
旭川市の現状は、市営住宅の入居希望者は多く、なかでも新しい市
営住宅は倍率が高い状況が続いていますが、一方で年数が経った市営
住宅は若干の空きがあります。老朽化が著しい市営住宅は建替えなの
か廃止なのか、人口減少が著しい旭川市では、十分検討しないといけ
ない課題であります。

寒冷のみぎり、皆様におかれましてはつつがなくお過ごしのこと
と存じます。
さて、私も市議会議員として３年目となり、皆様に市政や私の活
動の一端を報告すべく発行しております市議会レポートも第６号
となりました。これからも、市民の皆様の声を大切にし、より良
い旭川のまちづくりにむけて、奮闘してまいります。今後もご指
導を賜りますよう心からお願い申し上げます。
2018 年も皆様にとって素晴らしい一年になりますことご祈念いた
します。
市議 員と なり 初の 一般 質問 で取
り上げた課題「町内会の街路灯の
ＬＥＤ化」について、決算特別委
員会 分科 会で 進捗 状況 を質 問し
ました。
市内 にあ る町 内会 が所 有す る街
路灯は約２９０００灯、２年前の
段階 では 約７ ００ ０灯 がＬ ＥＤ
化 ( ％ 、)平成 年度末では約１
３５００灯 ( ％ 、) 年度末には
％まで更新する予定です。全灯
ＬＥＤ化は、２年短縮され平成
年度末の計画で、相当の省エネ効
果が見込まれます。
また、前回ＬＥＤ工事費を市の補
助金 が交 付さ れる まで の町 内会
立替 え期 間が 長い こと を指 摘し
ましたが、手続きを簡素化し半月
ではありますが早くなりました。

上田市の下水道施設において、温室効果ガスを一番排出しているの
が上田終末処理場であり、効果的な温室効果ガスの削減のため、本設
備を導入しました。具体的には、温室効果ガス排出の一番の原因は、
汚泥の焼却炉の燃料に重油を使用していたことであり、燃料を重油か
ら都市ガスに変更し、さらに精製装置で精製されたガスを使用するこ
とで燃料費の削減を行っています。これによる温室効果ガス削減効果
は、導入前の 19.1％減となっていますが、コスト面で定期点検に伴う
維持管理費が約 1 千万円／年、一方で燃料費の削減効果は約 700 万
円／年ということで、維持管理費の方が上回っている現状です。
旭川市においても、下水汚泥の活用は課題の一つでありますが、メタ
ンガス精製は初期費用、維持管理費用の面、さらには積雪寒冷地とい
う部分からも難しいことがわかりました。

旭川市永山 10 条 12 丁目 3-3
Tel・Fax 0166(56)3882
http://www.takagi-hirotaka.jp
E-mail info@takagi-hirotaka.jp
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地域まちづくり推進費は、全市 15 地域にあ
る「地域まちづくり推進協議会（まち協）」の
活動に対する補助金であり、取組む事業によ
って交付されています。まち協は、地域の様々
な団体の持つノウハウを活かし、地域の課題
解決力を高める事業です。課題としては、まち
協間での活動の強弱と全市で 64 ある市民委
員会、11 ある地域包括支援センターなどとの
地域割りであり、整合性を持たすことが重要
であることから、その点について市の見解を
質しました。
市の答弁では、地域範囲の整合性について
除雪センターなどの公的サービスの範囲もあ
わせて地域の意見を踏まえ、引き続き検討し
ていくとの考えが示されました。
永山地域のまち協の活動は、市でもモデル
地域と位置付けており、さらなる活動の広が
りに期待しています。急速に進む高齢化社会
の中にあって、地域包括ケアシステムなど「地
域力の向上」が重要であり、私自身も力を入れ
たいと考えています。

9 月中旬、10 月を目途に事業を停止が決ま
った(株)ほくおうグループの内、旭川にあるサ
ービス付き高齢者向け住宅「レリエンスほく
おう大雪」
「ケアヴィレッジほくおう神楽」の
入居者 120 人の受け入れ先を 2〜3 週間で探
すために、福祉業界で奮闘している現状を伝
えるとともに、市の対応を確認しました。
これまで、福祉施設の事業の停止はいくつ
かあったものの、そのまま事業を引き継ぐ会
社があったため、大きな問題とはなりません
でしたが、今後はこういった事案が起きるこ
とがあることから、今回のことを一つの糧と
して今後の対応策を検討するよう指摘をしま
した。

不妊対策推進費は、高
額な治療費が必要な不妊
治療の内、体外受精と顕
微授精について助成する事業であります。具
体的には、年齢によって 3 回もしくは 6 回の
治療に 7 万 5 千円または 15 万円（1 回目は最
大 30 万円）の助成します。事業実績として、
過去 5 年間の延べ人数は（1 人が複数回治療）、
1,455 件であり、分娩まで至った方は 240 人
になります。辛い治療を受けて子どもを授か
った喜びは一入ですが、反面多くの方が出生
まで結びつかなかったということであり、精
神的な部分のケアの体制を質しました。
生活保護世帯の内、障害者世帯（障害者手帳
1～3 級など）に、障害者加算が支給されてい
ます。日常生活を営む上で、健常者と比べて多
くの費用を必要とするため、とくに在宅の方
はこの加算が役立っていると思いますが、な
かには施設などに入居されている方で、この
障害者加算分が手持金（貯金）として累積して
いく方もいます。手持金が増えると保護が停
止もしくは廃止され、手持金が減ると保護の
再審査・再申請となります。保護の廃止に伴
い、国民健康保険への加入、国民年金保険料、
介護保険料の手続き等が必要で、再保護申請
後は、廃止の手続きが必要になります。そうし
たことから、保護を受けている方が、障害者加
算分を停止してほしいと希望した場合の対応
について質問しました。
結果的には、介護保険法・老人福祉法で定め
られている老健や特養などでは停止は可能で
あり、それ以外有料老人ホームなどでは国の
制度上停止できないとの答弁であります。国
への働きかけを求めるとともに、私個人的に
も国に対し制度変更をお願いしました。

吹田市は、人口動態は 2030 年頃まで増加傾向であり、それ以降緩やかな減少に転じるよ
うです。高齢化率については、2017 年 23.4％で 2040 年頃に 30％を超える見通しで、地方
と違い大都市のベッドタウンであると言えます。また、循環器病が医療費の多くを占め、重
度の要介護に直結しやすくその予防が健康寿命の延伸につながることから、吹田市にある国
立循環器病研究センターを中心とした「北大阪健康医療都市『健都』」のまちづくりの推進に
着手しました。具体的には、JR の吹田操車場跡地を活用した約 30ha の大規模プロジェクト
で、国際級の複合医療産業拠点の形成をめざすため、①国立循環器病研究センター②吹田市
立病院、③健康増進公園、④高齢者向けウェルネス住宅、⑤健都イノベーションパーク、⑥
都市型居住ゾーンなどの整備を計画しています。
旭川市は、医療機関や福祉施設が充実した環境にありますが、吹田市と比較して人口減少
の推移や高齢化率などが高いことから、より一層健康寿命の延伸は重要な課題だと言えます。
しかしながら、財政的な問題から吹田市のような大事業の展開は厳しいものと言えますが、
個々一つひとつの事業については、本市でも活用すべき事業はあるものと考えます。吹田市
の「健都」事業は平成 30 年度以降順次開設することから、それぞれの事業の効果等を今後も
注視し、本市への活用を模索していきます。

安城市議会で取組みを進めている ICT 化は、全議員にタブレットを支給
し、議員に配布する議案や資料などをペーパーレス化。また、各議員への連絡についても専用のメー
ルを使い、出欠の返信を受けることによる効率化と郵送費の軽減を図っています。さらに、本会議な
ど議会中はタブレットを持って質問を行い、資料などは共有しながら質問しています。ICT 化導入
のきっかけは、市民アンケートで「議会情報がない。活動内容がわからない」という意見が多く、開
かれた議会、議会の見える化をめざすための議会改革の一環として導入を進めることとしました。
旭川市で議員に配布される冊子や資料などは、積み上げると 1 年で 1m くらいになります。開催
案内等の郵送費やペーパーレス化による紙資源削減、職員の作業量の軽減など、様々な効果が得ら
れるものと考えます。

活動写真

