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するサービスのほか、地域における介護予防を推
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ループ等の活動を支援する地域リハビリテーショ
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ン活動支援事業を実施しております。また、支援
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チームによる認知症高齢者の早期の対応、医療と
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介護の切れ目のない提供体制、生活支援サービス

散会 午後 ４ 時０３分

の提供体制の整備等につきましては、来年度から

――――――――――――――――――――――

の開始に向け、関係団体や専門職で構成する会議

○議長（笠木かおる） 次に、あなだ議員。

等において検討を進めているところであります。

（あなだ議員、質疑質問席に着席）

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

○あなだ貴洋議員 それでは、
通告に従いまして、

○あなだ貴洋議員 住まい、医療、介護、予防、

一般質問を行います。

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシス

まず、超高齢化社会への対応についてというこ
とであります。
まず、市のさまざまな事業のおくれに対する危
機感を中心に伺ってまいりたいと思います。

テムの構築に向けては、多くの部局がかかわるこ
とから、各部署のシームレスな連携が不可欠であ
ります。
平成２７年第３回定例会で、本システム構築に

今、少子化と高齢化の同時進行による人口構造

向けた体制整備の必要性について確認をさせてい

の変化により、支え手不足、医療費や介護費の増

ただきました。この約２年間で、各部局との役割

加など、社会保障制度の持続可能性が脅かされて

分担や連携方法はどのように整理されたのか、お

おります。制度のあり方を根本から見直す必要に

示しください。

迫られております。その一つのゴールが、団塊の

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

世代が７５歳以上となる２０２５年に向けた地域

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） こ

包括ケアシステムの構築であります。

れまで、事業の実施に当たり、個別に庁内の関係

まず、地域包括ケアシステムに対する市の認識

部局と連携を図ってきたところでありますが、現

と進捗状況についてお示しください。

時点において地域包括ケアシステムの構築を目的

○議長（笠木かおる） 金澤保険制度担当部長。

とした検討委員会等は組織しておりません。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 本

議員が御指摘のとおり、地域包括ケアシステム

市におきましては、高齢者人口は、２０２５年に

の構築に向けましては、庁内の関係部局との連携

ピークを迎え、その後は減少するものの、高齢化

や役割分担はサービスの質を維持、改善する上で

率が増加する見込みでありますことから、高齢者

も重要であり、これまでの庁内の連携体制の構築

を支えるため、地域包括ケアシステムの構築は、

が必ずしも十分でなかったことにつきましては反

これからの新しい時代に即し、本市の特性に応じ

省点があるものと考えており、関係する全ての部

た独自のシステム構築となるよう、全市的に、か

署との協議の場を設けるなど、庁内の連携を密に

つ継続的に取り組まなければならない課題である

図ってまいりたいと思います。

と認識しております。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

○あなだ貴洋議員 ただいまの反省点を踏まえて、

らには、地域包括ケアシステムにおけるそれぞれ

市長は、他市と比べて出おくれに対する危機感や

の役割を各部局がしっかりと認識し、実行するこ

対応の甘さを感じているのでしょうか、今後の高

とが一層重要になるものと考えておりまして、地

齢化対応に不可欠とされる地域包括ケアシステム

域包括ケアシステムを総合的、包括的に専担する

について、市長は指示を出されているのでしょう

部局の設置についても検討していかなければなら

か、お示しください。

ないものと考えております。

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 本

○あなだ貴洋議員 地域包括ケアシステムは、保

市における地域包括ケアシステムの構築の現状に

険者である市町村が地域の自主性や主体性に基づ

ついて、その根幹をなす新しい総合事業において

き、地域の特性に応じてつくり上げていくことが

多様なサービスの実施に至っていないなど、先行

必要とされておりますが、現状、地域包括支援セ

する他の自治体と比較し、出おくれているものと

ンターに市の目指す具体的な方向性が示されてお

認識しております。

りません。したがって、適切に実施されているか、

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

評価すらできない状況にあります。一体、いつ示

○あなだ貴洋議員 厚労省で、既にシステム構築

されるのでしょうか。

の事例集を開示しております。多くの自治体の取

また、センターの業務が多岐にわたり、システ

り組みが確認できる状況にあります。本市におい

ム構築に向けた取り組みに注力できないという課

ては、システム構築に向けての庁内体制すらでき

題もあります。どう解消するのか、お示しくださ

ておりません。出おくれどころか、スタート地点

い。

にすら立っていない状況にあります。例えば、帯

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

広市では、２年以上も前から、システム構築を円

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 地

滑に推進するため、地域包括ケア担当を新設し、

域包括支援センターの運営については、契約期間

スムーズな移行を進めております。

に合わせて３年ごとに運営方針を定め、センター

専門部署の必要性についてお示しください。

に示しておりますが、地域包括ケアシステムの構

○議長（笠木かおる） 岡田副市長。

築に向けた中長期的な方向性を定めたものはない

○副市長（岡田政勝） これまで、本市では、介

ことから、センターにも示せていないところであ

護高齢課に地域支援担当課長を配置しまして、地

り、今後の計画の策定において検討してまいりた

域包括ケアシステムの中心となる地域支援事業の

いと考えております。

推進に取り組んできたところであります。現在、

地域包括支援センターの体制については、国の

介護高齢課は、４５人の職員に、臨時、嘱託を含

基準のほか、精神保健福祉士を配置するなど体制

めますと約１００名近い職員規模の大きな組織に

の整備に努めているところでありますが、地域包

なっております。一方で、介護保険の特別会計が

括ケアシステムの構築に向けた地域の中核的機関

３４０億円、それに生きがい対策などの一般会計

としてセンターの役割は重要となりますことから、

の事業もございますので、予算的にもかなり大規

圏域の高齢者人口の推移を見ながら配置する職員

模な事業費を抱えている、そんな組織実態であり

数等について検討するとともに、システムの構築

ます。

に向けた方向性を示すことができるよう努めてま

議員の御指摘のとおり、地域包括ケアシステム
の構築に向けましては、庁内関係部局の連携、さ

いりたいと考えております。
○議長（笠木かおる） あなだ議員。

○あなだ貴洋議員 地域包括ケアシステムの構築

てであります。

に向けては、地域包括支援センターがかなめとな

市は、要支援者の総合事業移行に際し、これま

ります。早急に市の方向性を示し、市の意向や方

でどおりのサービス継続と給付を維持するとの見

針がしっかりと伝達される必要があります。しか

解を示してきましたが、移行後は、これまでの介

し、現状、市とセンターとの連携がうまくいって

護給付とは異なり、７５歳以上の人口増加率を勘

いるとは言いがたく、いわゆる業務の丸投げや言

案した事業となります。上限が設けられ、現状の

いなり状態にあるとの指摘もあります。

サービス維持は財政的に困難となります。また、

そこで、本市においては、１１センター全てが
委託となっておりますが、委託によるメリット、
デメリットについてどのように捉えているのでし
ょうか。

上限額を超える場合は、市単独での財政負担も生
じます。
今後の方向性についてお示しください。
○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

また、行政直営や基幹的なセンターもなく、市

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 要

の意向が反映されにくいという課題があります。

支援認定を受けた方が利用していた介護予防給付

どのように解消するつもりか、お示しください。

のうち、訪問介護と通所介護が平成２９年度より

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

総合事業へ移行となりましたが、従来と同等のサ

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 地

ービスに相当する事業を実施しております。地域

域包括支援センターの運営の委託のメリットにつ

支援事業につきましては、事業費の上限額を前年

きましては、センターには保健師、社会福祉士、

実績に後期高齢者数の伸び率を乗じた額としてお

主任介護支援専門員、精神保健福祉士を配置し、

りますが、これら総合事業に要する費用の伸びに

この４職種だけでも４月１日現在で８０人を超え

よっては上限額を超えることも想定されます。

ており、社会福祉法人や医療法人にセンターの運

来年度の本市の総合事業につきましては、第７

営を委託していることにより、これらの専門職種

期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

の確保が図られ、また、それぞれの法人における

を策定する中で適切な必要量を推計し、その支出

医療、介護のサービスにかかわる経験やノウハウ

額を見込むところでありますが、予定上限額を超

が生かされているものと考えております。デメリ

えるものに関しては、別途、市に財政負担が生じ

ットとしましては、契約期間満了に伴い、受託法

てしまうことから、多様なサービスの実施を検討

人が変更となる場合には、業務の継続性の確保が

し、これを行うことで事業費増加の抑制を図り、

課題となると認識しております。

今後もサービスを維持してまいりたいと考えてお

市の意向の反映に向けては、各センターのセン

ります。

ター長と市職員による会議を毎月開催し、また、

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

４職種のそれぞれが定期的に開催する職種別会議

○あなだ貴洋議員 今年度から総合事業に移行と

に市職員も参画し、意見交換や課題の共有に努め

なりました。本市は、国が早期移行を推奨し、さ

ておりますが、システムの構築の方向性を示すと

まざまな事業費の特例を設ける中、通知から１年

ともに、これらのセンターに対する後方支援を行

後に取り組みを開始し、早々に最大限の先延ばし

う基幹的な機能を強化していく必要があるものと

をしました。平成２７年第３回定例会において、

認識しており、今後検討してまいります。

その理由として、
質の高い総合事業を目指すため、

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

平成２７年度と２８年度にモデル事業を実施し、

○あなだ貴洋議員 次に、新しい総合事業につい

地域課題の抽出と解決策を協議しながら、今年度

の４月の移行に備えるなどの理由を挙げられまし

しかし、それ以外は何ら実施できていない状況に

た。

あります。他市の事例等を参考にしながら、今後、

そこで、質の高い総合事業が実現できたのでし
ょうか。進捗と先延ばししたことによる成果につ
いてお示しください。
また、平成２７年度と２８年度に実施されたモ

積極的に取り組んでもらいたいと思います。
次に、介護予防・生活支援サービス事業におけ
る訪問型サービスＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及び通所型サー
ビスＡ、Ｂ、Ｃの実施状況についてお示しくださ

デル事業で得られた成果と課題についてもお示し

い。

ください。

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） こ

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 総

れまでの介護予防訪問介護、介護予防通所介護に

合事業の移行におきましては、従前の介護予防訪

相当する事業を実施しておりまして、現在、多様

問介護、介護予防通所介護に相当する事業の実施

なサービスは実施しておりません。

にとどまっており、多様なサービスの実施には至

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

っておらず、質の高い事業を実現したという状況

○あなだ貴洋議員 市は、これまで、総合事業移

にはなっていないところであります。モデル事業

行に向けた取り組みで、従来の専門的なサービス

については、地域の介護予防に取り組む自主サー

に加え、住民主体の多様なサービスを創出し、サ

クル等、通いの場に対し、リハビリテーションの

ービスの利用の幅を広げるとしてきました。なぜ

専門職が体力測定、運動プログラムの指導等を行

に未実施なのでしょうか。国は、円滑な導入を図

ったものであり、参加者の介護予防に取り組む動

るため、２年間の移行猶予期間を設けてまいりま

機づけが図られ、また、要支援者においても支援

した。その間、導入の試みはあったのでしょうか。

の効果が認められたものでございます。
総合事業の実施の経過措置の期間においては、

また、総合事業の多様なサービスでは、さまざ
まな団体の参画が必要となります。
この２年間で、

生活支援体制整備検討会における検討、モデル事

ＮＰＯや民間団体等はどの程度把握できたのか、

業の実施、リハビリテーション専門職の団体との

需要予測及び参画希望団体にかかわるコンプライ

協議により、地域リハビリテーション活動支援事

アンス等の策定作業の進捗状況についてもお示し

業として通いの場に対する支援方法の仕組みを構

ください。

築したところであり、今後、成果が得られるよう

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

取り組んでまいります。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 多

今後は、通いの場に来られないような虚弱高齢

様なサービスの未実施の理由及びモデル事業の状

者等に対する介護予防のあり方も課題であること

況についてでありますが、初めに、モデル事業に

から、そうした高齢者に対する支援も必要である

つきましては、通所型モデル事業においては、地

と認識しておりまして、検討していかなければな

域の介護予防の活動の社会資源である通いの場を

らないと考えております。

リハビリテーションの専門職が支援する事業を行

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

ったもので、多様なサービスとしての事業化はし

○あなだ貴洋議員 道内で、リハビリ専門職を活

なかったものであります。訪問型のモデル事業に

用した介護予防の取り組みを全市的に行っている

つきましては、専門性の高くない買い物代行やご

都市はほとんどありません。国の制度を利用し、

み出し等をボランティアが行う可能性について、

介護予防を推奨していることは評価に値します。

地域包括支援センターにおけるケアプランを確認

した上で検討を行いましたが、買い物のみ、また

むべきであります。アリバイづくりのような進め

はごみ出しをサービスとして利用している利用者

方とは決別すべきであります。指摘とします。

はおらず、モデル事業の実施に至らなかったもの

次に、今、全国の多くの自治体では、介護費用

であります。そのほか、多様なサービスの未実施

の負担増等により、介護保険料の負担軽減を目指

の理由としては、現状のサービス維持に努めたこ

し、介護予防や介護給付費適正化などの取り組み

とが挙げられますが、生活支援コーディネーター

が推し進められております。

を配置しておらず、地域のニーズの把握、地域住

まず、本市の現状と第７期介護保険料の予定額

民ネットワークの整備、担い手の確保等が十分に

についてお示しください。

できていないこと等により、実施には至っていな

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

い状況でございます。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 本

住民主体の通いの場等の団体の把握につきまし

市における介護保険料の推移についてでございま

ては、平成２６年度末の１４６カ所が平成２７年

すが、基準額としては、平成１２年度から１４年

度末においては１８４カ所と把握しておりますが、

度までの第１期は月額３千１１６円、以降、３年

総合事業の多様なサービスの実施については今後

ごとに、第２期は３千６５０円、第３期では４千

の検討となりますことから、需要の予測や団体に

３１１円、第４期は４千６４８円、第５期は５千

係る基準等の策定は行っていないところでありま

６７９円、第６期は５千８３５円となっておりま

す。

す。第６期の保険料は、道内においては、５つの

質の高い総合事業を目指すとしながら実施に至

広域連合を含む１５６市町村中、上から５番目と

らなかったことは反省しなければならないものと

なっております。
第７期の保険料につきましては、

考えておりますし、先行する自治体からはおくれ

今年度推計いたしますが、第６期計画策定時には

をとっていることも踏まえ、地域包括ケアシステ

７千２５３円と推計しております。

ムの構築に向けて、生活支援体制を整備しながら

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

多様なサービスについて今後十分検討してまいり

○あなだ貴洋議員 第７期の予想保険料は７千２

ます。

５３円ということは、第５期から第６期の伸び率

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

が２．７５％であったのに対し、次期は２４．３％

○あなだ貴洋議員 言行不一致と言える状況にあ

という大幅な伸びとなります。これまで少しずつ

ります。訪問型Ｂ、Ｃ、Ｄ及び通所型Ｂ、Ｃは、

わからないように上げてきましたが、今後、大き

地域包括ケアシステムの構築でも大変重要な事業

な負担増を招くことにもなります。

となります。導入しないことにより、総合事業の

なぜ、ここまで膨れ上がってしまったのか。こ

対象者へのサービスの選択肢が狭まり、市民生活

のような大幅な上昇は、高齢者人口の増加だけが

の低下も招きます。早急に取り組むべきでありま

原因とは言えません。本市計画や施策、その進め

す。

方に誤りがあったのじゃないのでしょうか。

また、今年度から、地域包括ケアシステム構築

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

に向けて、その試金石となる総合事業が開始をさ

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 介

れました。市は、国が早期移行を求める中、最大

護保険料につきましては、３年を１期とする介護

限の先延ばしをし、質の高い総合事業を目指すと

保険事業計画の中で、人口推計や要介護認定者の

してきましたが、これといった前進は見られませ

推計を行いながら、必要と見込まれる介護給付費

んでした。理念や目標を持ってしっかりと取り組

に基づき、算定しております。

本市は、積雪寒冷地であるなどの特性から、認

指定を行うものとしており、本市が見込むサービ

知症高齢者グループホームや有料老人ホームなど

ス量を上回る量の指定がなされる可能性があると

の入所・入居系のサービス利用が多く、また、特

いった課題を認識しております。

別養護老人ホームの入所待機者の解消のため、こ

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

れまで積極的に施設整備を進めてきた経過もあり、

○あなだ貴洋議員 では、本市では、悪質な有料

これらに関する介護給付費の増加が保険料上昇の

老人ホームについてどのように実態把握を行って

大きな要因となっております。また、平成１８年

いるのでしょうか。

には、地域支援事業が創設されまして、国におい

国は、来年度より、地域密着型小規模デイサー

て介護予防を重視する方針に転換したところであ

ビスの参入制限や、悪質な有料老人ホームに事業

り、本市としましても、それ以降の各期の介護保

停止を命令できる権限を自治体に与える方針であ

険事業計画に介護予防等に関する施策を定め、介

ります。あくまで仮定でありますが、参入制限の

護予防に取り組んできたところでありますが、要

権限が与えられた際、どのような基準により制限

介護認定率や介護保険料の抑制効果は必ずしも十

するのか、お示しください。

分ではなかったものと認識しております。

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 有

○あなだ貴洋議員 本市における第６期の介護保

料老人ホームにつきましては、運営状況の把握及

険料は、北海道１５６市町村・広域連合のうち、

び必要に応じて改善指導を行うため、老人福祉法

５番目に高い都市となっております。市の中では

に基づく有料老人ホームの立入検査を実施してお

一番高い状況にあります。それだけサービスが充

りまして、平成２６年度では１８施設、平成２７

実しているという考え方もできるんですが、その

年度では７５施設、平成２８年度では５５施設の

一方で、昨今、問題となっている適切な数を超え

検査を実施したところです。

た介護サービス事業所が経営悪化や人材不足等を

国では、地域包括ケアシステム構築の核とされ

生み、不正請求を生む原因ともなっております。

ている定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

そこで、これまで、本市は、どのような需要予

及び小規模多機能型居宅介護事業所の整備が、地

測のもと、認定を行ってきたのか、改善すべき課

域密着型通所介護事業所数の増加の影響により進

題についてもお示しください。

まない場合、この指定を制限することができると

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

しました。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 介

業所及び小規模多機能型居宅介護事業所の新規参

護サービス事業所のうち、特別養護老人ホーム等

入につきましては、地域密着型通所介護事業所だ

の施設サービスや認知症高齢者グループホーム等

けではなく、有料老人ホームの増加や他の居宅サ

の入所系サービスの指定につきましては、介護保

ービスの増加等、さまざまな要因がこれに影響を

険事業計画の中で、過去の給付実績をもとに、人

与えるものと考えられます。このため、さまざま

口、要介護認定者の推計を行い、必要なサービス

なサービスが与える影響を考慮しても、なお真に

量を見込んでおり、
これに定めた定員数に基づき、

地域密着型通所介護事業所の増加が定期巡回・随

事業所の指定を行っているところでございます。

時対応型訪問介護看護事業所及び小規模多機能型

一方、訪問介護等の在宅系のサービスにつきまし

居宅介護事業所の整備に影響を与えていると判断

ては、法令に基づき、総量を規制することができ

した場合のみ、これを制限することになると考え

ず、施設や人員等の基準が満たされている場合は

ております。

また、指定の制限に当たりましては、事業所や

本市においては、過剰なサービス提供に対応で

関係団体等から広く意見を聞きまして、慎重に対

きていると言えるのでしょうか、
お示しください。

応していかなければならないものと考えておりま

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

す。

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 利

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

用者にとって真に必要なサービスがケアプランに

○あなだ貴洋議員 先日の大阪府の調査では、府

位置づけられているか、そういった点につきまし

内のサービスつき高齢者向け住宅及び有料老人ホ

ては、特にそこまでの必要性がないにもかかわら

ームでの介護サービス利用割合がサ高住で８６％、

ず、区分支給限度額の限度額近くまで訪問介護サ

有料老人ホームでは９０．７％と、いずれも要介

ービスを計画するなど、必要以上にサービスが割

護３以上で特別養護老人ホームの入居者よりも高

り当てられている場合、かえってサービス利用者

くなっていると報告されました。

の自立生活を阻害することもあると考えられ、本

そこで、本市におけるサ高住及び有料老人ホー

市としましては、ケアプランの抽出点検により、

ムの介護サービスの利用割合についてお示しくだ

ケアプランの質の向上に努めてきているところで

さい。

あります。

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

しかしながら、ケアプランの全件を詳細に調査

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 介

することは非常に困難な面がございまして、この

護サービス受給のレセプト情報には、その介護サ

点については課題があるものと認識しております。

ービスが有料老人ホームまたはサービスつき高齢

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

者向け住宅において利用されているかの記載がな

○あなだ貴洋議員 これに対応する上でも、
国は、

いことから、どれだけの介護サービスが有料老人

地域包括ケアシステムにおいて、地域ケア会議に

ホーム等で利用されたかを把握することは困難で

よる自立に資するケアマネジメントプランの必要

あります。

性を説いております。大分県では、ケア会議の見

しかしながら、一般的には、有料老人ホームや

直しで要介護認定を大幅に改善することに成功し

サービスつき高齢者向け住宅に入居して介護サー

ております。要介護認定の改善は、それだけ介護

ビスを区分支給限度基準額の限度額近くまで利用

を必要としなくても生活できる方がふえていると

した場合は、要介護３以上で特別養護老人ホーム

いうことであります。本市と先進都市とでは仕組

に入所した場合よりも介護報酬は高額となり、本

みや考え方などが大きく異なり、見直すべき点も

市においても同様の傾向にあるものと認識してお

多いと考えます。

ります。

そこで、本市においても、自立に資するケアマ

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

ネジメントに関する地域ケア会議の開催により、

○あなだ貴洋議員 ４月２６日の社会保障審議会

ケアプランの適正化を進めるべきと考えますが、

介護給付費分科会において、厚労省老健局の蒲原

見解を求めます。

局長は、いわゆる囲い込みにより、利用者本位で

また、国は、市町村が保険者機能を発揮して自

はないサービスがなされていないかなど、ケアの

立支援、重度化防止に取り組む仕組みとして、財

質の確認が必要との見解を示し、本来のケアマネ

政的インセンティブを設け、平成３０年度の改定

によるものではなく、施設側が求め、サービスに

に盛り込む予定であります。

組み込む言いなりプランに切り込む姿勢を見せて
おります。

介護保険料が増加の一途をたどる本市において、
対応できるのでしょうか。今後の取り組み、得る

べき成果、目標値をしっかりと示して取り組むべ

当のサービスだけを使わせるモラルハザードが起

きと考えます。見解をお示しください。

き、言いなりプランや囲い込みを図るケースも見

○議長（笠木かおる） 保険制度担当部長。

られる状況にあると指摘をしております。
加えて、

○福祉保険部保険制度担当部長（金澤匡貢） 本

現時点で成功している保険者はかなり熱心で、総

市におきましては、困難事例の対応を中心に地域

合事業の肝がケアマネジメントであると気づき、

ケア会議を開催しておりますが、
大分県のように、

必要な対策を講じているとも述べております。

リハビリテーションの専門職等の参画も得ながら、

さまざま伺ってまいりましたが、本市は、今こ

高齢者の個々の状況に応じたケアマネジメントに

こで指摘されるような失敗の部類にあります。総

ついて検討し、自立を支援していくことは重要な

合事業のように、質を高めると先延ばししたが、

取り組みであると考えております。

結果はいま一つでしたでは済まされません。まず

平成２８年度は、１４８回の地域ケア個別会議
を開催しておりますが、大分県が実施しているよ
うな自立支援に資する会議は行っていないところ
であります。

は、市長も、市も、旧態依然たる意識を改める必
要があると考えます。
また、ケアシステムの構築には、市は、多職種
の集合体をマネジメントする必要があることから、

自立支援に資する地域ケア個別会議の実施に向

成功している都市では、市長みずからが前面に立

けては、昨年３月には、「地域ケア会議で生かさ

ち、強いリーダーシップのもと、これを推し進め

れるリハビリテーション専門職の専門性」をテー

ております。

マとし、地域包括支援センターの職員に対する研

改めて、今後の進め方についてお伺いいたしま

修を行い、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

す。

それぞれからの講話をいただくとともに、センタ

○議長（笠木かおる） 岡田副市長。

ーの職員との意見交換を行ったところであります。

○副市長（岡田政勝） 地域包括ケアシステムの

今後、困難事例への対応に加え、自立支援に資す

構築に向けましては、先ほど来、部長からも答弁

るケアプランの作成を目指した地域ケア会議の開

しておりますように、先行する他の自治体に比べ

催も重要であると捉えております。大分県のよう

て出おくれている部分があったり、また、庁内連

な成功事例を参考にし、リハビリテーション専門

携はしておりますけれども、庁内横断的な組織を

職の参画を得た地域ケア会議の開催について、関

設置していないなど、反省しなければならない点

係団体とも協議してまいりたいと考えております。

があるというふうに考えております。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

今後、こうした反省点、また、きょう御指摘を

○あなだ貴洋議員 淑徳大学社会福祉学教授であ

いただいた点などを踏まえまして、
まずは効果的、

る結城康博氏は、地域包括ケアシステムの８割は

効率的な人材配置に努めるとともに、職員の意識

失敗すると述べております。その原因は、多様な

高揚に努めまして、庁内連携、こうしたものにつ

サービスを支える担い手の確保の問題とケアマネ

いてもどうあるべきかを検討した上で、
さらには、

ジメントに関する議論がなされていない点を挙げ

関係団体から幅広く御意見を伺いながら、２０２

ております。先ほども確認しましたとおり、本市

５年の地域包括ケアシステムの構築に向けて取り

はいずれも対応できずにおります。また、成功に

組んでまいります。

はケアマネジメントが最大の鍵となると述べ、総

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

合事業のケアプランは自立を促す視点が要求され

○あなだ貴洋議員 西川市政誕生から１０年が経

るため、より高いスキルが求められるが、現行相

過しました。市長は、少子高齢化、人口減少を最

重要課題と位置づけておりますが、高齢化対策に

な具体的取り組み内容について早急に整備するこ

おいては、国の進めからのおくれや方向性にも乖

とが必要であると考えております。

離が見られ、本市の豊富な医療・介護資源も生か

市民に対し、地域包括ケアシステム構築のある

し切れているとは言えません。介護保険料の高騰

べき姿をより見えやすい形でお示しすることも重

も無策と言わざるを得ない状況にあり、この１０

要であると考えており、御紹介のありましたケア

年で介護保険基準額は月額で１千５００円以上、

マネジメントについては、自立支援型のケア会議

年間にして２万円弱の負担増となっており、深刻

を今年度中に開催するよう関係部局に指示すると

な状況を招いております。また、社会保障の支え

ともに、全庁一丸となってより質の高いシステム

手減少にも直結する少子化対策でも、効果的な取

を構築できるよう、これまでよりスピード感、危

り組みがなく、歯どめがかからず、そればかりか、

機感を持って取り組んでいきたいと考えておりま

事態はますます深刻化しております。

す。

こうした現状や本市の財政状況なども踏まえれ
ば、効果的な介護予防の取り組みや介護給付費の
適正化は急務であり、
今後もこれを怠り続ければ、
そのツケはさらに市民へと重くのしかかります。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。
○あなだ貴洋議員 期待をしたいと思います。
次に、危険看板の落下事故への対応についてで
あります。

年金が減額される中、何とかやりくりしながら生

平成２７年２月の札幌の飲食店での事故後も、

活する高齢者にとっても死活問題となり、さらな

老朽看板の落下事故が道内で相次いでおります。

る生活保護の急増を招くことにもつながります。

本市における落下事故の状況についてお示しく

少子高齢化時代における社会保障制度の継続は、

ださい。

自治体の手腕にかかっているとも言われる中、市

また、昨年４月１日以降の継続申請から、安全

長は、これを最重要課題としながらも、体制整備

点検報告書の提出が義務化されました。市には、

はおろか、具体的な指示すらなく、その内容、方

どれぐらいの看板が申請されているのでしょうか。

向性さえも示せていない状況にあります。

また、昨年は何件の継続申請が出されたのか、継

かじ取り役である市長の自覚、リーダーシップ

続申請されていないものについての対応について

が問われます。今後の決意についてお示しくださ

もお示しください。

い。

○議長（笠木かおる） 太田建築部長。

○議長（笠木かおる） 西川市長。

○建築部長（太田誠二） 市内で発生いたしまし

○市長（西川将人） 本市は、既に高齢化率が３

た屋外広告物の落下事故の状況についてでござい

０％を超え、３人に１人が高齢者という超高齢社

ますが、近年では、平成２７年に３件、平成２８

会を迎えており、他市と比較しても介護保険に係

年に２件発生しております。いずれも市民からの

る費用も高く、これに伴って介護保険料も高い状

通報により状況を把握したところでございますが、

況にあります。本市は、医療、介護、福祉に関す

特に大きな被害は確認されてはございません。

る資源が豊富であり、これを生かしながら、高齢

次に、本市における広告物の申請件数について

になっても住みなれた地域で安心して生活するこ

でございますけれども、全体では約１千４００件

とができ、また、高齢の方も担い手となって地域

ございまして、そのうち、昨年度において継続申

を支えていただけるようなシステムづくり、地域

請されたものは３０２件となっております。
また、

づくりが急務であると認識しており、これに向け

継続申請がなされていなかったものが３１件ござ

た地域包括ケアシステムの理念、方針、中長期的

いましたが、これらのうち、除却されていないと

いったものについては、広告主などに対して早急

家による実効性のある調査体制を構築してまいり

に継続申請するよう通知するほか、電話などによ

たいと考えてございますし、そうしたチェック機

り催促をしているという状況でございます。

能を強化しながら迅速に実態調査を進め、その範

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

囲を市内全域に拡充させていきたいというふうに

○あなだ貴洋議員 問題は、現状、市が安全性を

考えているところでございます。

チェックできるのは申請されているものに限られ

また、点検報告義務を怠った場合でございます

るということであります。市内には、このほか、

が、その継続申請が認められなくなるといったこ

所有者が申請を怠り、
安全点検がされないものや、

とになるため、必要な措置を講じるように指導を

申請の必要がないものなどが多く存在します。こ

行いますが、これにも従わない場合は、旭川市屋

れらの行政チェックが行き届かない看板、中でも

外広告物条例により３０万円以下の罰金、また、

老朽化した危険看板を放置することは大変危険で

倒壊や落下の危険性が高いものにつきましては撤

あります。課題認識、適正管理のあり方について

去命令を出すといったことになりますが、これに

お示しください。

従わない場合は、同じく条例により５０万円以下

また、市は、正規に許可申請手続を行った所有

の罰金が科されるということになります。

者に対しては、
３年に１度の点検報告を義務づけ、

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

これを怠った場合、許可取り消しや罰金などペナ

○あなだ貴洋議員 では、今年度の市の具体的な

ルティーを設ける一方で、未申請の所有者に対し

取り組みについてお示しください。

ては、現状、何のペナルティーも科しておりませ

○議長（笠木かおる） 建築部長。

ん。

○建築部長（太田誠二） 今年度に予定している

市は、申請の有無にかかわらず、危険看板の把

具体的な取り組みについてでございますけれども、

握、対応を怠ってはなりません。今後の対応方法

例年、９月上旬が全国的な屋外広告美化旬間とな

についてお示しください。

ってございますことから、この時期に合わせまし

○議長（笠木かおる） 建築部長。

て、先ほど答弁いたしました業界団体と連携した

○建築部長（太田誠二） 市内には、許可を受け

実態調査を実施するとともに、フリーペーパーや

た広告物以外にも、申請不要なものですとか、必

ホームページなどさまざまな媒体を活用し、危険

要な申請がなされていないといった広告物も数多

看板に関する情報提供のお願いですとか啓発活動

くあるものと考えてございまして、現状といたし

などを実施することで、市民や広告主の危機意識

まして、そうしたもの全体を把握できていないと

を高めながら、安全管理に関する対応強化を図っ

いうことが大きな課題であると強く認識している

てまいりたいと考えております。

ところでございます。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

本市では、これまで、市内各地で広告物のパト

○あなだ貴洋議員 例えば、市からの文書や電話

ロール調査を行うほか、平成２８年度から、職員

による催促に応じない、許可を取り消しても点検

による実態調査を市内中心部から開始し、目視に

されない、報告がない、撤去や補修もされないな

よる広告物の状況を確認するだけでなく、申請の

ど、所有者が適切な対応をとらない場合、例えば

有無やその所管等についても調査を進めていると

いつ落下してもおかしくないような危険看板に対

ころでございますが、職員だけでは限界があるこ

して、市はどのように市民の安全を守ることがで

とから、今後は、関係機関や業界団体などと連携

きるのか、特に悪質なものへの対応についてお示

しながら、互いの課題や危機意識を共有し、専門

しください。

○議長（笠木かおる） 建築部長。

した広告主だけでなく、広告物を設置する広告業

○建築部長（太田誠二） 旭川市屋外広告物条例

者にもその登録制度を設け、広告業者に対する危

では、倒壊または落下のおそれがある広告物の設

険防止のための必要な指導や助言、勧告をするこ

置を禁止しており、違反した広告物については、

とができるとなってございます。

その許可を取り消し、広告主などに対し、除却や

今後は、こうした制度に基づき、広告業者との

危険を防止するために必要な措置を命ずることに

連携をさらに強化するとともに、ビルの壁面など

なりますが、これに従わない、そういった悪質な

建築物に設置されている広告物につきましては、

場合につきましては、屋外広告物法に基づき、行

建築基準法に基づく適切な管理も求められてござ

政代執行法に定めるところにより、行政がその措

います。そうしたことから、建築業界とも連携を

置を行い、その費用を義務者から徴収することが

図りながら、複数の専門家の目による点検を促す

できるとなってございます。

ほか、広告主を初め、こうした関係業界の皆様に

なお、広告主が確知できない場合におきまして

も法令遵守を強く呼びかけることで、危険な広告

も、条例で定めた一定の手続を経ることで行政が

物の放置ですとか無許可広告物の抑止に努めてま

行うことができるというふうになってございます。

いりたいと考えております。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

また、
空きテナントなどの看板につきましては、

○あなだ貴洋議員 旭川広告美術業組合によりま

広告主の特定が難しいといった場合もございます

すと、確認されているものだけで、昨年、道内で

が、粘り強く調査を行い、広告主を確認しながら

約四十数件の老朽看板の落下事故があったと言い

適切な指導を行うほか、行政代執行も含めた対応

ます。市内のこうした専門業者からは、所有者に

についても検討するなど、
安全管理の徹底を図り、

対し、設置から数十年経過した落下のおそれのあ

議員の御指摘も踏まえながら、危機感を持って安

る危険看板の補修や撤去を促しても、看板にかけ

全で安心なまちづくりに取り組んでまいりたいと

るお金がない、落下したら保険で対応できる、い

考えてございます。

ざというときは消防に連絡すればただで外してく

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

れる、そういった耳を疑うような意見もあると聞

○あなだ貴洋議員 しっかりと対応いただきたい

きます。また、その多くが観光客も多く集まる本

と思います。

市中心市街地に見られると言います。これらが放
置され、大事故につながったということは、あっ
てはなりません。
今後、どのように実態調査の強化を図り、安全

次に、北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応
についてであります。
北朝鮮をめぐる情勢は、我が国にとって戦後最
大の危機となりつつあります。北朝鮮は、みずか

管理の徹底を図るのでしょうか。また、広告主不

らを核強国と称し、
核攻撃という恫喝を繰り返し、

明の空きテナント看板等への対応も急がれます。

弾道ミサイルを頻繁に日本周辺に撃ち込んでおり

見解をお示しください。

ます。市長は、差し迫った脅威と認識できている

○議長（笠木かおる） 建築部長。

のでしょうか。

○建築部長（太田誠二） 広告物の安全管理は、

また、私たち日本人は、大震災からも、想定外

広告主などがその責務として適切に実施すべきも

の事態に備えておくべきと学びました。市は、あ

のでございますが、一部にはそうしたモラルが欠

る日突然、ミサイルが飛来することもあり得ると

如している広告主がいるということも課題の一つ

考え、万全を期す必要があります。そうした意識

と思われます。旭川市屋外広告物条例では、こう

を欠いていませんか。

市長の責務についてもお示しください。

○議長（笠木かおる） 石川防災安全部長。

○議長（笠木かおる） 市長。

○防災安全部長（石川秀世） ４月下旬、市民の

○市長（西川将人） このたびの一連の北朝鮮の

方から、北朝鮮のミサイル発射についての問い合

弾道ミサイルの発射を繰り返す行為は、国連安保

わせがあり、内閣府の国民保護ポータルサイト及

理決議に反し、我が国のみならず、近隣諸国の安

び北海道のホームページに弾道ミサイル落下時の

全と平和を脅かす危険な行為であり、差し迫った

行動についての掲載があることをお伝えし、有事

脅威であると認識しております。

の際の情報提供についても御説明いたしました。

市長として、市民の生命及び財産を保護する責

その際に、ぜひ本市のホームページにも掲載すべ

務があり、災害等から市民を守るため、防災業務、

きとの御指摘を受け、５月１日に同内容を掲載い

国民保護業務などを執行する部署である防災安全

たしました。

部を平成２６年４月に創設し、体制を整備してき

弾道ミサイル落下時の行動につきましては、テ

たところであります。
この脅威の高まりに対応し、

レビ等での報道や、国、道のホームページへの掲

その責務を果たすため、今後も、国及び道から発

載もあり、本市のホームページへの掲載を見合わ

信される情報を注視し、平成１９年２月に策定し

せておりましたが、重ねて市民に周知するため、

た旭川市国民保護計画に基づき、必要な措置を実

本市のホームページに掲載したところであります。

施していきたいと考えております。

市民の関心が高まっている今を周知、啓発の機会

また、仮に、弾道ミサイル発射の脅威が常態化

と捉え、各種防災講習や自主防災組織の訓練時の

しても、しっかりと危機感を持ち続けていかなけ

周知を初め、市民広報誌等でも今後の状況に合わ

ればならないと認識しています。

せて継続的に周知、啓発の強化を図ってまいりた

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

いと考えております。

○あなだ貴洋議員 政府は、４月２１日金曜日で

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

ありますが、北朝鮮情勢の緊迫化を受け、弾道ミ

○あなだ貴洋議員 そもそも、旭川市国民保護計

サイルが国内に落下する可能性がある場合の身の

画において、市民に対する情報提供や国民保護措

守り方について、インターネットの国民保護ポー

置に関する啓発の方法などについて定めておりま

タルサイトに掲載し、国民に周知を呼びかけまし

す。これについてお示しください。

た。これを受け、多くの自治体が、土日を挟み、
月曜日には自治体のホームページ等で速やかにこ
れを掲載しましたが、本市は、市民が混乱しては

今回のように、対応にぶれがあってはなりませ
ん。
そしてまた、計画の目的、市の責務についても

困るため、あえて掲載はしないとの判断などから

お示しください。

対応におくれが生じました。実際にミサイルが飛

○議長（笠木かおる） 防災安全部長。

んできたら、さらに混乱を招くことになります。

○防災安全部長（石川秀世） 旭川市国民保護計

そもそも、国は、この件に関して、自治体を通

画上、市民に対する情報提供については、同計画

じて住民理解が進むよう周知を求めております。

第２編第１章第４ 情報収集・提供等の体制整備

市の判断や対応に誤りはなかったのでしょうか。

に、基本的な考え方として、「市は、武力攻撃等

また、国民全体の関心が高まっている今こそ、

の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その

有事の際の避難先や身を守る方法について周知、

他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民

啓発する必要があると考えます。できていると言

に対しこれらの情報の提供等を適時かつ適切に実

えるのか、お答えください。

施するための体制を整備する。」とあり、国民保

護措置に関する啓発の方法については、同計画第

関に対し、市民を守る方法など、確認作業は行っ

２編第５章１の（１）に、「市は、国及び道と連

ているのでしょうか。

携しつつ、住民に対し、広報誌、パンフレット、

○議長（笠木かおる） 防災安全部長。

テレビ、インターネット等の様々な媒体を活用し

○防災安全部長（石川秀世） 今回の一連の事案

て、国民保護措置の重要性について継続的に啓発

は、市国民保護計画において対象としている市域

を行うとともに、住民向けの研修会、講演会等を

内での武力攻撃事態等及び緊急対処事態には至っ

実施する。」としております。

ていないことから、関係機関への確認作業は行っ

また、同計画の目的については、「国民保護法

ておりませんが、今後、長期化や緊張の高まり等

第３５条第２項及び第１８２条第２項の規定に基

も想定されることから、本計画にもあるとおり、

づき、次に掲げる事項を定めることにより、武力

平素からの関係機関との連携強化に努めていく必

攻撃事態等における国民保護措置及び緊急対処事

要があると認識しております。

態における緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

施できるようにするとともに、市の区域において

○あなだ貴洋議員 冒頭、市長は、危機管理に対

関係機関が実施する国民保護措置及び緊急対処保

する認識について、北朝鮮は差し迫った脅威と認

護措置を総合的に推進することを目的とする。」

識しているという見解を示されました。このたび

とし、市の責務については、「武力攻撃事態等に

の北朝鮮情勢の緊迫化を受けて多くの自治体が対

おいて、武力攻撃事態等における国民の保護のた

応に乗り出しておりますが、市長は、外部の関係

めの措置に関する法律その他の法令、国民の保護

機関との接触を図っておりません。本計画では、

に関する基本指針及び北海道国民保護計画を踏ま

平素からの関係機関との連携協力が必要と定めて

え、市国民保護計画に基づき、国民の協力を得つ

おります。平時とは言えないような眼前の脅威に

つ、他の関係機関と連携協力し、自ら国民保護措

対して、それがなされていないとすれば、何のた

置又は緊急対処保護措置を的確かつ迅速に実施

めの計画なんでしょうか。計画の実効性を高める

し、市の区域において関係機関が実施する国民保

よう努めるべきであります。指摘といたします。

護措置又は緊急対処保護措置を総合的に推進する

そもそも、市長は、市役所内部の関係部署に何

責務を有する。」としております。

らかの指示は出したのでしょうか。また、関係部

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

署を通じて子どもを預かる学校や教育・保育施設、

○あなだ貴洋議員 旭川市国民保護計画は、武力

入院患者を扱う病院、介護施設等に対して、いざ

攻撃事態等が発生した場合、この武力攻撃事態等

というときに備え、出すべき指示や改めて確認し

というのは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態

ておくべき事項も多いと考えます。見解を伺いま

を示しますが、市は、その責務を担うに当たり、

す。

平素から国や道、自衛隊、警察などの関係機関と

○議長（笠木かおる） 防災安全部長。

密接に連携するとともに、
市民の協力を得ながら、

○防災安全部長（石川秀世） 国及び道からの通

的確かつ迅速に対応できるよう万全の体制を整備

知に基づき、状況を注視していたところですが、

することを目指し、制定をされております。

市役所内部の関係部署に対する特別な指示出しに

国防は国の専権事項としても、市民に影響が及

は至っておりません。

びかねない有事が起きた際、市民の安心、安全を

今後、現状の取り組みについても総点検すると

守るのは市長の責務であります。今回の一連の事

ともに、各部署において必要な対応を協議しなが

案に対して、市長は、自衛隊を初めとする関係機

ら体制強化を図る必要があると考えております。

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

サイル落下時に国民がとるべき行動について引き

○あなだ貴洋議員 しっかりとした対応が求めら

続き住民への周知に取り組んでいただくとともに、

れます。

Ｊアラート及びエムネットに係る関連機器の点検

というのも、我が国においては、専守防衛の考

等の徹底を図り、休日、夜間を含む緊急時におけ

え方により、限定的な敵基地の攻撃能力さえも有

る情報伝達体制の万全を期すようにとあります。

しておりません。国民を守る妨げとなっておりま

この通知以前から、本市においては、総合防災セ

す。現状、他のリスクと同様に、日常からの有事

ンターにＪアラート専用受信機を設置し、点検を

の際の行動を検討し、実際に発生しても冷静に対

しており、休日、夜間を含む緊急時における情報

応できるように備える必要があります。

伝達体制について万全の体制をとっております。

そこで、ことし３月に、秋田県男鹿市でミサイ

○議長（笠木かおる） あなだ議員。

ルを想定した住民避難訓練が行われております。

○あなだ貴洋議員 今月４日の福岡県の大野城市

その後、全国の各自冶体でも同様の訓練が行われ

では、北朝鮮による相次ぐミサイル発射を受け、

ております。これらの訓練により、どのような成

市単独での住民避難訓練を実施しております。本

果と課題が得られたのでしょうか。

市においても、市単独での住民避難訓練が必要と

また、本市においては、過去にテロを想定した

考えます。見解を伺います。

訓練は行っておりますが、今後、ミサイルを想定

また、北朝鮮のミサイルは７～８分で日本国内

した訓練について、国や道に対して要請する用意

に着弾すると言われております。着弾までに警報

はあるのでしょうか。

が間に合わないことも想定され、Ｊアラートだけ

加えて、６月１日、道は、ミサイル飛来のある

に頼らない訓練も必要であるとの指摘もあります。

際に、国から届くＪアラートの点検徹底などを求

あらゆる事態を想定した避難訓練が必要でありま

める通知書を道内の市町村に出しております。そ

す。

の内容と今後の対応についてお示しください。

このほか、ティラーソン米国務長官が国連安保

○議長（笠木かおる） 防災安全部長。

理の閣僚級会合でソウルと東京への核攻撃が現実

○防災安全部長（石川秀世） 秋田県男鹿市で３

の脅威と指摘したように、最悪の事態となれば、

月１７日に行われた弾道ミサイルを想定した住民

あらゆる機能が麻痺し、国や道との連携もとれな

避難訓練での成果につきましては、国民保護に係

くなることも想定されます。これまでのように、

る警報のサイレン音を参加住民が実際に確認でき

国や道に抱きつくという姿勢では、いざというと

たことを成果として挙げております。また、課題

きに市民は守れません。市単独での備えも必要と

につきましては、避難所への避難経路を、訓練上、

考えます。いかがでしょうか。

定めたことにより、有事の際と異なる状況が見込

○議長（笠木かおる） 防災安全部長。

まれ、柔軟な避難経路、避難体制の構築が課題で

○防災安全部長（石川秀世） 福岡県大野城市で

あったと聞いております。

は、風水害を想定した防災訓練において、参加者

本市においては、一昨年にテロを想定した訓練

による避難訓練を実施した際に、弾道ミサイルが

を国、道、市で行ったところであり、ミサイルを

発射された場合の屋外及び屋内避難の説明をした

想定した訓練については、現在、国や道に対して

と聞いております。議員が御指摘の単独訓練につ

要請する用意はございませんが、今後、訓練の方

きましては、防災訓練の方法とあわせて検討して

法等についての検討が必要と考えております。

まいりたいと考えております。

また、北海道から出された通知内容は、弾道ミ

国民保護の基本的な仕組みにつきましては、
国、

道、市、指定公共団体及び指定地方公共機関が相
互に連携協力し、国全体として、万全の体制のも
と、国民保護措置を実施することとされておりま
すが、地域防災計画に定める災害対応と重なる部
分も多いことから、備蓄品も含め、市単独の備え
も検討しながら、他都市の動向も注視してまいり
たいと考えております。
○議長（笠木かおる） あなだ議員。
○あなだ貴洋議員 この２０年、北朝鮮との対話
の試みは、核やミサイル開発への時間稼ぎに利用
されてしまいました。本市は、平和都市宣言にお
いて、市民に対し、核兵器の廃絶と戦争の根絶を
強く願うとともに、平和な市民生活を脅かす一切
の暴力を排除することを誓いとするよう求めてお
ります。まず、市民を代表して、市長が、これを
脅かす北朝鮮の悪行に対し、速やかに抗議声明を
出すべきと考えます。
最後に、見解を求めて、終わります。
○議長（笠木かおる） 市長。
○市長（西川将人） 本市では、昭和５８年に平
和都市宣言を行い、
非核三原則の堅持はもとより、
核兵器廃絶と戦争の根絶を強く願うとともに、平
和な市民生活を脅かす一切の暴力を廃絶すること
を市民一人一人の誓いとして、平和を願い、幸せ
な市民生活を守る決意を表明しております。
先ほども答弁をさせていただきましたが、この
たびの一連の北朝鮮の弾道ミサイルの発射を繰り
返す行為は、国連安保理決議に反し、我が国のみ
ならず、近隣諸国の安全と平和を脅かす危険な行
為であり、平和都市宣言に込められた市民の平和
への願いにも逆行する行為であります。市長とし
て、強い危機感を持っており、旭川市民の生命と
財産を守る立場からも、今後の動向によっては抗
議声明を行う必要があるものと認識しております。
○議長（笠木かおる） 以上で、あなだ議員の質
問を終了いたします。
（あなだ議員、議員席に着席）
○議長（笠木かおる） 暫時休憩をいたします。

休憩 午前１１時５２分

