活動写真

高木啓尊市政相談室
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

※使用料は、永代使用
料です。使用後の管理
料は必要ありません。
〈お問合せ先〉
旭川市
市民生活部市民生活課
(総合庁舎 1 階)
Tel 0166-25-5150

お墓 の承 継 に不 安 を抱 く旭 川市
民か ら合 葬 式施 設 を望 む声 が多
くあることから、平成 年度よ
り検討会議を経て、「旭川聖苑」
の敷地内に整備を進め、本年
月 日より供用を開始します。
最大 万体が収蔵可能な規模で
ある ため 、 先着 順 や抽 選で はな
く、随時受付後納骨ができます。
受付開始は 月 日を予定し
ています。遺骨を納めた後は、取
り出すことができないことか
ら、ご家族等とご相談の上、ご検
討ください。
納骨 方法 は 、二 重 の袋 に納 めて
いただき、納骨することとなり、
不要 とな っ た骨 壺 は無 料で 引き
取り を行 い ます 。 納骨 日は 原則
友引 の日 と なり 、 受付 時に 日程
をお決めいただきます。

●使用料（1 体につき）
旭川市民 26,000 円
周辺 8 町 39,000 円
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平成 年度より、市営住宅の公
募方法が変更されました。
これまでは、年 回一斉募集を
行い 、当 選 者及 び 待機 者を 決定
し、空きが生じ次第、待機者順の
入居 であ り まし た が 、 ①申 込時
には入居時期がわからないた
め、 既に 民 間住 宅 に転 居し てい
る方 も少 な くな い 。② 待機 登録
期間 内に 空 きが 生 じな い場 合が
ある。など問題点がありました。
新たな募集方法として、年 回
から 回定期的な募集に変更し
ました。また、団地ごと空き住戸
ごと の募 集 とし た こと から 、申
込時 に間 取 りや 階 数が わか り、
さら にい つ 入居 で きる かが 明確
になります。
定期 募集 時 期や 市 営住 宅空 き状
況などは、広報誌「あさひばし」
に掲載されます。

旭川市国内唯一の姉妹都市であります南さつま市の「吹
上浜砂の祭典」は、吹上浜の砂を最大限に活かした砂の彫
刻イベントとして昭和 62 年に始まり、本年で 31 回目とな
ります。本市との交流は、平成 9 年のあさひかわ冬まつり
に南さつま市から雪像制作隊が参加したことから始まり、
イベント間の相互訪問など「人・物の交流」
「災害応援協定」
へと広がりを見せ、平成 27 年に姉妹都市盟約の締結に至
りました。本市の「食べマルシェ」
「冬まつり」に毎年南さ
つま市から訪問団が来旭しており、今回の本市訪問団派遣
はイベント間相互訪問の一環であり、砂像制作隊として北
海道教育大旭川校の学生 3 名を派遣したほか、20 名の訪問
団として南さつま市へ訪れました。
また、
“砂像”と“雪像”がとり結んだ南さつま市と本市
の姉妹都市盟約をきっかけに、本市の姉妹都市であるユジ
ノサハリンスク市と南さつま市との交流が始まり、ユジノ
サハリンスク市の道北物産展への南さつま市の出店や親睦
少年サッカーなど交流を深め、今回の協力覚書署名へと繋
がりました。
今回、南さつま市への旭川市代表訪問団の一員として参
加させていただき感じたことは、本市は上川・道北のリー
ダーとしての役割とともに、世界各地と国内（南さつま市）
と結ぶ姉妹都市関係、
防災協定締結都市の北名古屋市など、
様々な分野における連携、協力、ひと・もの・文化・スポ
ーツ交流などが如何に重要かを肌で感じ認識する有意義な
訪問でありました。

早いもので市議会議員 1 期目の 4 年目を迎えました。私はこれまで、
子どもから高齢者、障がいのある方など、すべての市民が安心して
暮らしていける旭川のまちづくりをめざし、全力で取り組んで参りました。
その鍵を握るのは“地域力”の向上です。国が進めています「地域包
括ケアシステム」の構築、「地域共生社会」の実現も、地域の力なくし
ては実現が難しいと考えます。地域力向上に向けて、皆様との会話
を大切にし、これからも住んで良かった旭川のまちづくりに、粉骨砕身
取り組んで参りますので、皆様のご指導をよろしくお願いいたします。
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第 2 回定例会にお
ける補正予算等
審査特別委員会
で 2 度目の副委員
長を務めさせて
いただきました。

“100 歳まで生きる時代”ここ旭川の地で最後まで不安なく暮
らしていけるそういったまちづくりは重要な課題であって、今
までに経験したことがない超高齢社会に向けた未知への挑戦、
チャレンジと言えます。そういった観点から、3 点について質
問しました。
2025 年の地域包括ケアシステム構築に向けては、2 年前も一般質問で取
り上げたが、この間の進捗状況の確認と本市を取り巻く状況（次頁参照）
、
医療機関・介護施設が充実している本市の資源を最大限活用したケアシ
ステム構築に向けた課題を問いました。
また地域の力、支える体制がケアシステムを大きく前進させるキーポイ
ントであると考え、市民啓発（2 年前にも同様の質問をし、ようやく 6 月
の「あさひばし」で特集が組まれました）、地域の自主性を促す方策とし
てまちづくり協議会の活用など、市の考えを質しました。
●今後の方向性（市答弁）
地域包括ケアシステムの構築に向けては、自助・互助・共助・公助を組み合わせながら、
高齢者の在宅生活を支えていくため、高齢者自身はもとよりその家族、地域住民、サービ
ス提供事業所、自治体などがそれぞれの立場で取り組むことが必要。そのためには様々な
媒体を用いて発信するさらなる市民啓発が必要であり、まちづくり協議会行政提案型地域
協働事業への追加提案について検討してまいりたい。
国では地域包括ケアシステムの次のステップとして、
「地域共生社会の実現」
「我が事・丸
ごと地域づくり」を推進し、それを受けた北海道は市町村における「共生型地域福祉拠点」
の整備を進めています。具体的には、高齢者や障がい者、子どもなどが地域住民とともに
集い交流し、支援を必要とする方達がお互いに支え、支えられるような拠点を整備するこ
とにより、すべての人が安心して生活できる地域をともに創っていく社会をめざすもので
す。本市は医療・介護施設が充実しているだけに、道内外他都市と比較して取組みに遅れ
があるように感じられます。充実しているからこそ「旭川版 地域共生社会」が可能であ
り、地域共生社会に向けた本市の見解と今後の取り組みについて質しました。
●今後の方向性（市答弁）
2025 年問題を鑑み、今後ますます
地域福祉や地域共生社会への理解
の促進とその取り組みの重要性が
増すものと考える。そのための共生
型地域福祉拠点は、支援を要する方
たちが自由に集い交流し、時にはサ
ポートする側に回ることで、自らの
生きがいを実感できる面のあり、有
効な取り組みの一つ。取り組むべき
課題の整理を図りながら、議論を深
めてまいりたい。

□他都市の実施状況（一部）
妊娠・出産時に親を頼れない方が少なからずい 対象：出産前後、家庭で家事や育児が困難
る中で、様々な関係機関や人が支援することに
な時に家族等の援助を受けられない方
よって、孤立を防ぎ、悩みや不安、生活上の困 〈岩見沢市〉
りごとなどを軽減することが重要であります。 期間：妊娠届出から子ども 1 歳まで
そのために、親代わりとも言える知識と経験を 内容：1 回 2 時間 20 回（40 時間分）の
持った方が寄り添える体制をつくることが必
券を交付
要であり、さらに産前・産後に体調不良などに 〈北斗市〉
よって、家事や乳児・子どもの世話が出来ない 期間：妊婦及び産後 6 月以内
時など、家事援助を行う産前・産後ヘルパー事 内容：1 回 2 時間 14 回分の券を交付
業の導入が全国的に進められています。
ここ最近、子どもへの虐待など悲しい事件を耳にすることが多くなっていると感じる中、子
ども・子育て世代の皆さんへの施策は重要であり、本年 8 月よりようやく本市でも産後ケア
事業がスタートしますが、さらなる子育てのセーフティーネットという観点から、産前・産
後ヘルパー事業、家事ヘルパーによる寄り添える体制づくりの本市導入について、他都市の
状況と市の見解について質しました。
●今後の方向性（市答弁）
他都市の導入状況については、高崎市、横須賀市、岡崎市などの中核市で実施されており、横
須賀市においては、妊娠中又は出産後 3 か月間の家庭を対象に、赤ちゃんの沐浴、上の子の
お世話、掃除・洗濯、食事作り等の支援を行っている。道内でも岩見沢市、北斗市で本人自己
負担なしで実施している。
（上囲み参照）本市においても、子どもを生み育てやすい環境づく
りを進める上で有効な事業の一つと考えており、既存の施策との整理や他の自治体の状況を
調査するなど、どういった手法がとれるのか検討してまいりたい。

※あなたとわたしの介護予防 2018 年度版から抜粋（旭川市福祉保険部長寿社会課）

