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開会 午前１０時０３分

──────────────────────────────────────────────────────

○高木委員長 それでは、ただいまより建設公営企業常任委員会を開会いたします。本日は全員出

席であります。

まず、本日の議事の１点目、建設に関する事項について、１番、災害による市営住宅の一時使用

について、理事者から報告をお願いいたします。

建築部長。

○太田建築部長 災害による市営住宅の一時使用について御報告申し上げます。お手元の資料をご

らんください。まず、これまでの経過についてでございますけれども、本市では災害等緊急の場合

におきまして、被災者から市営住宅の一時使用の希望があった場合につきましては、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律、あるいは国の通知などに基づきまして、その用途または目的

を妨げず、応募倍率などの推移に留意し、公営住宅の本来の入居対象者の入居を妨げないよう、耐

用年数を経過した西神楽の高台団地３戸のみを目的外使用により一時使用できる住戸として提供し

ている現況にございます。しかしながら、高台団地につきましては築年数が古く、また郊外にある

ことや、お風呂が共同風呂であることなどから、被災者の中には当該住宅への入居を敬遠する方も

少なくなく、被災者のニーズに応えられていないという状況にもございます。

そうした中、本年第１回定例会の分科会におきまして、他都市の事例にあるように、中心市街地

に近い市営住宅についても一時使用できるように検討できないかといった趣旨の質疑がございまし

て、他都市の状況等を調査しながら検討を進めてまいりました。調査の結果、他都市におきまして

は、地方自治法に基づき、災害等緊急の場合には緊急避難として、耐用年数を経過していない住宅

についても、目的外使用により一時使用を許可しているという事例もございまして、災害等緊急の

場合に、公営住宅を避難用に一時的に使用する場合には、公営住宅法に基づく入居ではなく、地方

自治法に基づく目的外使用として取り扱うことができると解されているといったこともございまし

た。また一方で、本市におきましては、平成２９年度から募集方法を年１回の一斉募集から年４回

の定期募集に切りかえたことで、募集しても申し込みのない住戸が明らかになってきたところでも

ございまして、国の通知にありますように、公営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されないよ

う適切に措置するといった要件を満たす住戸を選定するということが可能となってきております。

これらを踏まえまして、本市といたしましても９月１日をめどに、災害により被災された方に、耐

用年数が経過していない住宅についても緊急に一時使用できる住宅として提供しようとするもので

ございます。

趣旨といたしましては、火災等により被災者が被災後に住宅を修理し、または新たに住宅を確保

する際に当面生活できる場所として、市営住宅を短期間提供し、生活の再建を支援するといったも

のでございます。また、対象者といたしましては、旭川市内で火災、風水害や地震などの自然災害

により住宅が居住不能な状態で、罹災証明書の提出が可能な災害被災者の方で、市営住宅の入居に

必要な収入要件等は問わないことといたします。一時使用していただく住宅につきましては、被災

者の方が交通の便のよい住宅を選択できるよう、新たに定期募集と随時募集で申し込みがなかった

住宅を指定し、提供してまいります。使用期間につきましては、他都市の状況も参考に、原則３カ

月といたしまして、やむを得ないと認められるときは３カ月ごとに更新になりますが、最長で当初
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の使用許可日から１年間まで使用可能といたします。また、特例といたしまして、一時使用の許可

を受けた方が、市営住宅の入居要件を備えている場合には、一時使用中の住戸に特定入居として申

し込みができるほか、その一時使用中に他の住戸の一般公募の募集に申し込みをすることもできる

というふうに考えてございます。使用料につきましては、使用する住宅により立地条件ですとか築

年数などが異なりますので、一律ではございませんけれども、旭川市行政財産の目的外使用に関す

る使用料徴収条例第２条第２項の規定により算出した額を超えない範囲とし、申請により減額や免

除も可能とする考えでございます。また、敷金につきましては免除とし、連帯保証人は不要といた

します。申請手続につきましては、被災後７日以内に市営住宅課に連絡をもらった上で、後日申請

に必要な罹災証明書や、世帯全員の住民票などの書類を提出していただくこととなります。なお、

市民への周知につきましては、市のホームページへの掲載、広報誌「あさひばし」９月号への掲載

のほか、消防本部や防災安全部など、関係部局への案内書類の配置などを予定しているところでご

ざいます。報告については以上でございます。

○高木委員長 ただいまの報告について、委員の皆さんから発言はございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

それでは、２点目の空家等対策について、理事者からの報告をお願いいたします。

建築部長。

○太田建築部長 空家等対策について御報告申し上げます。平成２９年度に実施いたしました空家

等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法に基づく行政代執行に係る経過についてで

ございます。お手元の資料をごらんください。本件につきましては、７月２４日に開催されました

本委員会において、７条西６丁目の共同住宅解体除却に関する行政代執行に要した費用の回収に向

け、差し押さえ不動産の公売を７月３１日に実施する旨、御報告申し上げたところでございますが、

公売の結果、残念ながら入札参加者がいなかったため、売却には至りませんでした。

当該土地の見積価格につきましては、不動産鑑定評価を行った上で、公売という条件を考慮し、

３８８万８千円としたものではございますけれども、公売後において不動産業者等に聞き取りを行

ったところでは、当該敷地内に隣地の上下水道管とガス引き込み管が埋設されているといったこと

や、当該敷地に面する道路が行きどまりとなっているといった不利な地理的条件から、市の見積価

格が割高に感じられたのではないかということでございました。

今後の対応といたしましては、このような点を考慮した上で、当該不動産について見積価格を３

６７万２千円と見直し、９月１９日に再度公売を実施したいと考えてございます。なお、再公売に

際しましては、新たに公売広告手数料や延滞金等が加算されることから、行政代執行の債権額の総

額につきましては、約２６２万円程度となると見込んでいるところでございます。報告については

以上でございます。

○高木委員長 ただいまの空家等対策についての報告で、委員の皆さんから発言ございますでしょ

うか。

（「なし」の声あり）

それでは、３点目の神楽岡・緑が丘地区緑地帯の街路樹の管理について、理事者から報告をお願

いいたします。

土木部長。
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○熊谷土木部長 神楽岡・緑が丘地区緑地帯の街路樹の管理について御報告申し上げます。資料を

お配りしております。今回の街路樹の管理につきましては、６月１７日開催の常任委員会において、

６月上旬の林業試験場による再調査の実施について御報告させていただいたところでございます。

本日は、再調査の結果及び今後のスケジュール等について御報告させていただきます。林業試験場

による再調査、調査本数１１０本につきましては、６月４日から７日にかけて、外観調査及び樹木

内部欠陥非破壊診断装置による調査を実施したところでありますが、その後、７月２３日に改めて

現地において再調査の結果の再確認のために、外観及び打音による調査を実施いたしました。再調

査につきましては、危険性を十分に考慮し、優先度をつけた診断、機器による診断結果のみならず、

樹木の外観や周辺状況など、個々の状況を踏まえた診断をポイントとして実施しております。

再調査の結果といたしましては、要伐採として早期に伐採が必要となるものは、ポプラ１３本、

ドロノキ２本の計１５本、伐採として安全措置をした上で段階的に伐採が必要となるものは、ポプ

ラ１１本、ドロノキ１本の計１２本、経過観察として定期的に調査を行う必要があるものは、ポプ

ラ３８本、ドロノキ４５本の計８３本という結果でございました。このほか、落枝の可能性のある

ものについても複数ございまして、枝払い等の対応が必要との結果となっております。

今後でありますが、今回の林業試験場による再調査結果及び今後の対応方法などについて、住民

説明会を９月５日、６日に開催する予定であり、市民の皆様に丁寧な説明を行い、御理解をいただ

きながら、今回の再調査の結果を踏まえ、今後も危険性等を十分に考慮した上で、将来につながる

緑地の保全という観点からの対応を行ってまいりたいと考えております。また、伐採後の更新木の

選定等についても専門家などの意見を聞き、地域の皆様とも相談しながら進めてまいりたいと考え

ております。以上、御報告申し上げます。よろしくお願いします。

○高木委員長 ただいま神楽岡・緑が丘地区緑地帯の街路樹の管理について、理事者から報告をい

ただきました。委員の皆さんから発言ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

それでは、４点目に入っていきたいと思います。除雪連絡協議会臨時会の開催について、理事者

から報告をお願いいたします。

土木部長。

○熊谷土木部長 除雪連絡協議会臨時会の開催について御報告申し上げます。資料をお配りしてお

ります。７月２４日開催の常任委員会において御報告をさせていただきましたが、将来的に安定し

た除排雪体制を確保していくためには、除排雪に関するさまざまな検討を早急に行う必要があると

考え、そのために、市民と行政が除排雪の現状や課題を共有するとともに、市民の意見を聴取する

ことで市民ニーズを把握し、少しでも早期に今後の事業推進に生かすことができるよう、市民の皆

様との意見交換を行う各地区除雪連絡協議会を、例年の１１月開催とは別に、７月に臨時会として

開催したところでございます。臨時会には、市民委員会会長や町内会長などで構成する地区除雪連

絡協議会の皆様を初め、地域まちづくり推進協議会の委員や民生委員児童委員連絡協議会会長に御

参加いただき、前回の常任委員会までに市内９地区中４地区で開催しておりました。

本日は、その後の開催状況と、全９回を通していただいた主な御意見について御報告させていた

だきます。７月２４日以降の開催状況についてでありますが、７月２５日木曜日に北星・江丹別地

区で５８名、７月２６日金曜日に豊岡・東旭川地区で５３名、７月２９日月曜日に、末広・東鷹栖
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地区で６２名、７月３０日火曜日に中央・新旭川地区で５７名、７月３１日水曜日に神楽・緑が

丘・西神楽地区で８９名、以上残りの５回の開催で３１９名、全９回で５７５名の方に御出席いた

だきました。この臨時会では、本市のほうから、まず旭川市の除排雪について、平成３０年度の気

象や除排雪の状況のほか、本市の除排雪の方法や水準、さらに除排雪を取り巻く厳しい状況などの

説明を行い、次に、住宅前道路除雪事業については、対象世帯の急激な増加に伴い通常の除雪作業

に影響が生じており、そのために、今後の事業手法を検討している旨の説明を行いました。さらに、

計画の中間年に当たる旭川市雪対策基本計画について、各取り組みの評価、検証を行うためのアン

ケート調査を今後依頼することをお伝えし、その後、参加者から各種要望や改善につながるさまざ

まな御意見等をいただきました。

御意見等を具体的に申し上げますと、まず、冬期間の安心な市民生活と経済活動を支える除排雪

についての主な意見といたしましては、交差点の見通しを確保してほしい。暖気対策、ザクザク路

面対策を優先してほしい。緊急車両の通行などのため、バス路線、通学路、生活道路の除排雪幅を

広げてほしい。そのほか、９地区全体での応援体制、かき分け除雪の手法、昼間の除雪の試行など

についての御意見もございました。続きまして、管理体制に関する主な意見といたしましては、除

雪センター対応、オペレーター教育、除排雪の方法などについて、除雪業者へ指導してほしい。地

域によって除排雪の状況に差があり、市の除排雪方法や水準どおり実施してほしいといった御意見。

次に、住宅前道路除雪事業についての主な意見といたしましては、実態調査などを行い、対象世帯

数の削減など合理的な考え方を検討してもよいのではないか。対象世帯がわかれば地域で協力でき

るのではないか。現制度には無理がある、続けるのであれば、市民委員会などとタイアップなどが

必要ではないかといった御意見。次に、地域除雪活動の推進にかかわる現制度や新たな制度に関す

る主な意見といたしましては、各家庭にある小型除雪機を使用した取り組みなど共助について検討

するべきではないか。また、融雪槽設置の補助制度の拡充や除雪機械の貸し出しの方法などを見直

してほしい。地域の雪押し場確保への協力や雪押し場の有効活用をしてほしいなどの御意見。その

他の主な意見といたしましては、他都市の成功事例を参考に、道路管理者間の連携やＧＰＳの活用

を検討してはどうか。除排雪の状況、市民に協力してほしいこと、市で実施可能なことや不可能な

ことなどについて情報を発信してはどうか。現状では全ての解決はできない、優先順位をつけて取

り組むべき。さらには、住民側も我慢し、行政もやるべきことをやるということで、双方歩み寄る

ことも必要ではないかなど、さまざまな御意見をいただきました。

今後、協議会で案内したアンケート調査を実施するとともに、今回の臨時会での御意見等を十分

に参考とし、除排雪体制のあり方や作業手法の見直しに向けた検討を早急に進め、持続可能な除排

雪体制の確保を目指すとともに、今シーズンから改善できることは少しでも早く取り組み、冬期間

の道路環境が良好に保たれるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○高木委員長 ただいま、除雪連絡協議会臨時会の開催について、理事者から報告をいただきまし

た。委員の皆さんから発言はありますか。

上村委員。

○上村委員 まずは、９地区の除雪連絡協議会臨時会の開催お疲れさまでした。今、報告をいただ

きました件も含めて、私のほうから、この連絡協議会のあり方に関連して、それから除雪業者との
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関係で、今後どういう改善が図られていくのかという点、さらには今回の臨時会の大きなテーマで

あったというふうに私は捉えておりますが、地域協働の推進の考え方、今後の進め方というこの３

つの視点で、十数点ほどお尋ねをしたいなと思っております。

まず、臨時会の関係です。参加率をお尋ねしようと思ったのですが、今回資料のほうで細かくお

示しをいただいているところです。一言で言って、結果的には非常に少なかったのかなという受け

とめです。３６．９％ということでありますけれども、この点について、先月、近年の連絡協議会

の参加状況が４０％を割り込んで３７％ぐらいまで落ち込んでいるというような引用もさせていた

だいたところでありましたので、それとの関係も含め、この参加率の捉え方について、市としての

受けとめをまず伺いたいと思います。

○時田土木事業所主幹 過去５年間での総会の出席率と比較しますと、３６．９％ということで若

干低いものとなっておりますが、これは、これまでと異なる時期に臨時的に開催したことや、町内

会や市民委員会の夏の行事などと重なったことなどが要因ではないかと考えております。

○上村委員 今回、これまでの参加対象者に加え、地域まちづくり推進協議会の委員、そして各地

区の民生委員児童委員連絡協議会の会長にも案内をしているということでありますから、参加対象

者の母数は通常の協議会とは違うということですので、単純な比較はできませんけれども、それに

しても臨時会として開催した形としては、結果的には少し少ない数字になったのかなという気がい

たします。しかしながら、細かい会場の参加人数なり参加率を見ていきますと、かなりばらつきも

あるなということがわかります。箇所によっては、倍以上の差があるというふうなところもありま

して、今、この数字を見た私なりの率直な印象としては、例えば永山、東光、末広・東鷹栖あたり

は比較的高い数字になっているというのと、例年の除雪への関心度合い、あるいは懸念度合いなん

かも多少リンクしているのかなという気もいたしますが、そのあたりも含めて、先月の常任委員会

でも問題提起をいたしましたけれども、改めてこの連絡協議会のあり方ということについては、ま

た再考する余地があるだろうなということを感じたところです。今、私、引用しましたけれども、

今回まちづくり推進協議会、そして民生委員児童委員連絡協議会の方々も加えることにしたその理

由について、改めて伺っておきたいと思います。

○時田土木事業所主幹 地区除雪連絡協議会の会員は、市民、除雪企業、市の３者で構成し、総会

の開催につきましては、市民委員会の会長と会長が推薦する市民委員会の役員や地域の町内会長に

御案内を差し上げております。今回は、除排雪体制のあり方や作業手法、除雪企業の現状認識や課

題を市民と行政が共有するとともに、広く市民の意見を聴取し、今後の除排雪事業推進の参考とす

ることを目的に開催したことや、住宅前道路除雪事業のあり方のほか、地域除雪活動についても意

見を伺いたいと考えたことから、地域まちづくり推進協議会や、民生委員児童委員連絡協議会の委

員の方々にも参加をいただいたところでございます。

○上村委員 今後の検討すべき材料のキープレーヤーとして、さらにその対象を広げたということ

については、私は評価ができるものだという認識は持っています。今後、アンケートの実施の予定

があるというお話でありました。この対象にこうした新たな対象者も加えていくんでしょうか。今

後の実施のめども含めて、どのような内容で、どういった対象者、どういったニーズになるのか、

また、そのアンケートをどう活用していくのかという具体的な活用方法について、その予定につい

て続けて伺いたいと思います。
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○時田土木事業所主幹 今後予定しております市民アンケートにつきましては、雪対策基本計画策

定前の平成２５年度に行った市民アンケートをベースに、内容の一部変更や追加を行うこととして

おり、雪対策基本計画の取り組みがどのように評価されているか、計画策定時から市民ニーズにど

のような変化が見られるかなどを検証するために実施するものでございます。アンケートの対象者

としましては、地区除雪連絡協議会会員のほか、今回臨時会に参加いただいた地域まちづくり推進

協議会や、民生委員児童委員連絡協議会の委員の方々にも御協力いただき、約１千５５０人を対象

に、９月中旬ごろから１カ月の期間を予定しております。アンケートの結果につきましては、今後

の雪対策基本計画改定の参考とするほか、可能なものについては、今年度からでも速やかに取り組

んでまいりたいと考えております。

○上村委員 その一方で、今回の臨時会に除雪事業者の方々の姿がなかったというのが、私はちょ

っと違和感を感じたところであります。この点について、こうした除雪事業者の同席の必要がなか

ったのかどうかということを引き続きお尋ねしたいと思います。

○時田土木事業所主幹 地区除雪連絡協議会の会則において、４月１日から１０月３１日までの除

雪期間以外は、市民と市で組織し、除雪業者は加わらないこととなっております。また、今回の臨

時会は、除排雪作業全般の現状認識や課題を市民と行政が共有し、今後の除排雪事業推進の参考と

することを目的に開催したことから、１０月末で契約が終了する現在の除雪業者の出席は求めず、

市民と市での会議としたものでございます。

○上村委員 今回の開催の趣旨からという御判断があり、そしてもう一方、会則の定めによって、

除雪期間以外はここには事業者は加わらないという会則があるということを根拠にしたものだとい

う説明でありました。そういった経過があることは、今お聞きして、改めて認識をいたしましたけ

れども、このたびこれだけの大きな臨時会というものを開催したということ、これだけの大きな意

見の集約もされたということでしたので、こういった声を事業者の方にもぜひ聞いていただきたか

ったなというふうに私は思いましたが、そういったことはしてはいなかったということです。

先ほど、キープレーヤーを市民委員会の関係者のみならず、地域まちづくり推進協議会や、ある

いは民生・児童委員の方々にも広げるというお話もありましたけれども、こうした連絡協議会の位

置づけやあり方についても、改めて見直す契機にしていただきたいなということを、先ほどの参加

率の問題も含めて、改めて指摘しておきたいと思います。

また、今、会則の引用もありましたけれども、場合によっては、過去に除雪期間のみの委託契約

を行っていた時期の名残ではないかとも感じられまして、今は通年契約というような形になってお

りますので、こうした除雪事業者の位置づけについても改めて見直すべきことではないかというこ

とを申し添えておきたいと思います。

続きまして、除雪事業者との流れ、関連についてに話を転じたいと思うのですが、一方で、この

除雪事業者とはどういった意見の共有、課題の共有をされているのかということに移りたいと思い

ます。この点については、本年、除雪事業者それぞれに、市として集中的にヒアリングを行ってき

たという話をお聞きしています。この除雪事業者へヒアリングをした内容について、またその点に

ついての市としての受けとめをどのように持っていらっしゃるのか、伺いたいと思います。

○時田土木事業所主幹 ヒアリングにつきましては、除排雪業務の現状、要望、除雪体制などにつ

いての課題を除雪企業と市が共有し、今後も安定した除雪事業を継続するための方策を検討するた
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め、５月２７日から６月１０日にかけて、９企業体全てと個別に実施いたしました。除雪企業から

は住宅前道路除雪の作業の難しさなど、作業内容に関するもののほか、経営基盤の弱体化や担い手

不足、除雪企業の撤退、新規参加企業の開拓の難しさなど、まさに除雪事業の根幹にかかわる意見

などもあり、本市として、今後の持続可能な除排雪体制の確保に向けて、大きな課題認識を改めて

持ったところでございます。

○上村委員 除雪事業の根幹にかかわるということで、これまでも言われてきましたけれども、事

業者のほうからも、大きな課題認識を改めて提示されているということだと思います。

そんな中で、ちょっと具体的に何点か内容にも触れたいと思うんですが、単価の問題です。これ

までも国や道のほうが単価が高いということ、あるいは単価計算の見直しを求める声もあったやに

も聞いておりますけれども、改めて、除雪事業に関する国や道との単価の違いの実態について、ま

たその理由、市としてこういった状況というものをどのように受けとめているのかという点を伺い

たいと思います。

○時田土木事業所主幹 除雪業務委託につきましては、過去１０年の降雪量を参考に積算し、その

年の降雪量をもとに精算しております。精算に当たりましては、過去１０年平均と当該年度の差が

２割の範囲は、当初のまま変更しないものとし、２割以上の差が生じたときに、設計上と実際の降

雪量の比率に応じた新雪除雪の回数の変更を行い、その増減は４割までとしております。こうした

ことから、出動回数が多くても、降雪量が平年並みの場合は変更の対象とならないことから、除雪

企業から旭川市の除雪単価は安いという声につながっているものと考えております。また、国道や

道道と比べ作業効率が落ちる生活道路の割合が除雪総延長の約半数を占めていることも要因の一つ

であると考えております。除雪単価につきましては、国や北海道はもとより、他都市においても道

路状況や降雪量に違いがあるなど、積算方法もそれぞれ異なっていることから、今後も本市に適し

た手法について検討を進めてまいりたいと考えております。

○上村委員 まずは、ある程度柔軟性を持ってその精算に当たっていると。その柔軟性というのは、

一定程度の限度を設けている、そして、２割を超えないと基本的には単価を変えないというか、そ

の作業量に応じた支払いはしないということですね。ということで、これまでの経過も踏まえなが

らの積算、精算方法であるというふうに思いますけれども、こうした厳しい時代であるからこその

精算方法として、あり方が正しいのかどうか、適切なことかということは、いま一つ課題認識にな

るのではないかということを今の答弁で感じました。国や道との違いということで、生活道路を多

く有する市と事情が違うというのはおっしゃるとおりなのかなという認識は持ちましたが、一方で、

こうしたことが排雪のダンプに影響を与えているという話を多く耳にします。つまり、国や道と使

用時期が重なって、要はそっちのほうにダンプが持っていかれてしまうということで、市として使

いたいダンプの確保がおろそかになっている、不足が生じているということだそうであります。で

あるならば、こうしたことを含めて、国や道との重複時期の調整を求めるという声もあるようです

が、こうした点について、市としての問題認識を続けて伺いたいと思います。

○時田土木事業所主幹 排雪ダンプの不足についてですが、除雪企業は、ダンプトラックを外注に

より調達することが一般的であり、運送企業も作業量に応じた流動的な体制となっており、仮に入

札要件にダンプトラックを加えた場合には、除雪企業は、ダンプトラックを確保するための固定経

費が発生することから、現在は入札条件にダンプトラックの確保台数を示しておりません。しかし
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ながら、排雪作業の機動力を確保するためには、委員御指摘のとおり、ダンプトラックを数多く確

保することが重要であることから、トラック業界の動向に注視するとともに、国や北海道とも情報

を共有しながら、限りある車両の効率的な運用について検討していく必要があると考えております。

○上村委員 排雪ダンプも入札条件に加えるかどうかというところの問題も含めて、今、答弁をい

ただきましたけれども、限りある車両を、あるいは単価も劣る中でどうやって市として確保してい

くかということを、今度は市のほうが知恵を絞らなければならない部分かなというふうに思います。

当然、事業者の工夫ということも必要なわけでありますけれども、こうした国や道との関連という

意味では、そこに市も一役買っていただきたい、一工夫を加えていただきたいということを申し添

えたいと思います。

こうした除雪事業者のヒアリングを、ことし初めてかどうかわかりませんが、近年は開催してい

ない中で行ったということでありました。改めて、この結果を今後どのように生かしていくのかと

いうことについて、答弁いただきたいと思います。

○鎌田土木部次長 除雪企業が抱えております除排雪作業に対する危機感、課題は人口減少、少子

高齢化や公共事業の減少など社会経済情勢の大きな変化、さらには気候変動への対応、そして本市

の厳しい財政状況の中での対応といった大変厳しい状況が背景にあると認識しております。しかし

ながら、そういった中にあっても、除排雪業務は市民生活や経済活動に大きな影響を与えるもので

ありますことから、少しでも除排雪業務の効率性を高める工夫や、各企業の応援体制の環境整備な

ど、可能であるものは今年度からでも速やかに対応していかなければならないと考えております。

また、オペレーターの高齢化や除雪企業の経営環境などといった大きな課題につきましては、短期

間での抜本的な解決は簡単ではありませんが、常に課題意識を強く持って体制のあり方などの検討

を継続していかなければならないというふうに考えております。

○上村委員 今の答弁の中でいくと、各企業の応援体制の環境整備というあたりがキーポイントに

なってくるのかなというふうに受けとめました。

そんな中で、この除雪事業者との現在の契約のあり方についても幾つかお尋ねをしておきたいと

思います。これまでも、近年、除雪の契約にかかわる入札が各９地区それぞれ１企業体しか入札し

ていないじゃないかと、その中で、実際に今の契約の機能が果たされているのか、意義が果たされ

ているのかという問題提起をさせていただいた経過もございます。改めて、これまでの応札の経過、

そして、こういう形で１企業体のみになったということについての要因について、市としての問題

認識もあわせて伺いたいと思います。

○鎌田土木部次長 除雪業務の入札につきましては、１０年前の平成２１年度からの状況で申し上

げますと、平成２５年度までは１地区当たり２から３の企業体からの応札がありましたが、平成２

６年度以降は全９地区において１地区に１企業体のみの応札となっております。この要因といたし

ましては、経営基盤の弱体化や担い手不足などにより、除雪企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、

安定的に除雪業務を行うために、これまでの経験を生かせる作業実績のある地区に参加しようとし

た結果ではないかというふうに推察しております。また、地区総合除雪維持業務委託の入札は、入

札参加要件を満たす企業体が郵便で応札する郵便方式の一般競争入札により実施しており、応札者

が１社であっても、この競争性と公平性は保たれていると考えておりますが、少しでも多くの企業

が入札に参加し、除雪事業を安定して継続できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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○上村委員 今、平成２６年度以降では、もう１企業体のみの応札だということでありました。私

は、もはや競争性と公平性というようなレベルで行われている入札業務ではないのではないかなと

すら思って、今のお尋ねをしたところです。あと、その全９地区一斉に１者、１企業体のみになっ

たという経過もちょっと違和感を感じるところでありますが、このあたりについてはちょっとまた

別な場面で、入札の経過ということについては分析をしてみたいなという思いであります。

きょうの段階で続けてお尋ねをしたいのは、今申し上げた１地区１企業体しか入札をしていない

という状況が、もう既に５年続いている。この中で、新たに新規参入を図るということが現実的に

可能なのかどうかということです。私は、非常に難しいのではないかというふうに思うわけです。

そして、であるならば、今のこの企業体方式ということのあり方、縛り方というものを改めること

も、私は検討すべきことではないかとすら考えるものでありますが、この点についての考え方を続

けて伺いたいと思います。

○鎌田土木部次長 地区総合除雪維持業務の受託者は、旭川市建設工事等競争入札参加資格者、ま

たは旭川市物品購入等競争入札参加資格を有する３社以上１０社未満のもので構成する共同企業体

で、業務履行に必要な除雪車両を有し、各構成員の出資比率が均等割の１０分の１以上、代表者は

構成員中最大であることなどの入札参加要件を満たすものとしております。本市の除雪事業の担い

手は、中小の土木企業が中心となっておりますことから、業務履行能力が出資比率に満たない企業

は新規参入が難しく、新たな共同企業体を結集することが容易ではないというふうに認識しており

ます。こうしたことから、除排雪業者ネットワーク協議会においても新規企業の参入を働きかけて

いると聞いておりますが、本市といたしましても、今後、除雪体制を維持していくために、新規企

業の参入を促す取り組みを推進するとともに、入札参加要件についても検討を進めてまいりたいと

思います。

○上村委員 例えば、その出資比率に満たない企業にどう参加してもらうかということがポイント

かなというふうに今の答弁で思いました。私は、新規参入できるのかというような指摘をしてまい

りましたけれども、これはもはや新企業体の参入ではなくて、一つの企業体の中に新たな事業者を

どうやって加えていくかと、戦力を増強していくかということが、もう現実の当面の課題かなとい

うふうに感じます。ということからいくと、そもそもその入札という契約のあり方がどうなんだと

いうことも問題意識としては持っているわけでありますが、そのことについてはちょっとまた別の

場面に譲りたいと思います。

そうした企業体ではなくて、企業体の中に新たな参加企業を確保していくという視点での取り組

みも必要だということを今申し上げました。そうした点も含めて、新シーズンに向けた契約手法に

ついて、改善の予定を考えていらっしゃるのかどうか、この点は重要だと思いますので、伺ってお

きたいと思います。

○鎌田土木部次長 本市の除排雪業務では、車道除雪、路線排雪、交差点排雪、除雪センターの業

務は再委託を禁止しておりますが、除雪体制を維持する上で下請業者の参入も必要と考えておりま

すので、再委託の条件緩和など契約のあり方についての検討を進めてまいります。

○上村委員 この点、再委託がいいのか、あるいは出資比率の要件をどう変えていくのかという、

幾つか選択肢があるのかなという気はいたしますけれども、いずれにせよ、市が有する除排雪にか

かわれる戦力をいかに集約するかということ、集中させるかということ、それから、むしろ一部民
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間に流れているというふうに言われている昨今の状況において、どれだけ公共のための役割づけを

する、場合によってはそこにそれなりの報酬という仕組みを整備する必要があるかもしれません。

そういった、市として除排雪事業に当たる最大の戦力をどう確保していくかという大きな視点に立

って、契約のあり方ということについてもしっかりと見直しをしていただきたいということをきょ

うは申し上げておきたいと思います。

最後の論点として用意をしてきた内容についてであります。地域協働についてです。今回の臨時

会の大きなテーマの一つとして、私は、この地域協働による除排雪の推進ということがあったんだ

という受けとめをしているということを先ほど申し上げました。皆さんのほうで今回、間口の件で

すね、住宅前道路除雪事業については、かなり今、喫緊の課題であるということを臨時会で説明さ

れていたかと思います。この点については、もはや限界を超えているという声も聞くわけでありま

すが、この点について、改めて今後の対応の予定を、今シーズンの予定という意味での考え方を伺

っておきたいと思います。

○鎌田土木部次長 除雪連絡協議会臨時会では、住宅前道路除雪事業の現状や課題、今後の事業手

法の検討について御説明させていただき、参加者からは、本当に必要としている人の見きわめや、

制度を続けるのであれば、市民委員会や住民の協力が必要というような意見がございました。今後

につきましては、アンケート調査での意見を踏まえ、地域住民の協力やボランティアによる実施を

含め、関係部局と事業手法の検討を進めてまいります。

○上村委員 この点については、今４千件を超えているんでしたか、高齢化あるいはひとり暮らし、

単身世帯の増加等含めて、かなりこの部分についてはオーバーフローしているということで、もは

や対応し切れないということであります。一方で、住民の協力を得るということはすばらしいこと

でありますし、理想的なことだとは思いますが、どこまでそこに今まで行政が担っていた役割を代

替していただけるのかということは、かなり大変な検討事項だと私は思います。また、今まで対象

にしていた４千件以上の住宅前の間口処理の水準を、仮に今後対象外にするというような、要は要

件を絞り込む、対象世帯の精査をするというようなことになっていけば、今度、これまでとのサー

ビスの変更ということについての整理、そしてそこに対しての一つの考え方の整理も必要になって

くるだろうという課題も感じるところです。冬というのももう数カ月後になりますので、この大き

な目の前の課題について、どういった方法の整理をするのかということについては、今後の推移に

まずは期待をしたいというふうに思います。

この地域協働に関して、これまでの取り組みの成果をとりあえず一つ押さえておきたいと思いま

す。地域除雪活動については、これまでの基本計画の中でも、アクションプランの一つに位置づけ

て、実施団体数をふやしていくということを掲げてきたわけでありますが、当初２団体からどのぐ

らいふえているのか。今の現状の到達点をお聞かせいただきたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪対策基本計画アクションプログラムの目標に示している地域除雪活動の実施

団体数の平成３０年度の実績につきましては、永山冬みち守り隊、末広まちづくり実行委員会、米

原・瑞穂地区市民委員会、神楽岡地区市民委員会の４団体となっており、計画策定時の平成２６年

度の２団体から増加している状況でございます。しかしながら、除雪連絡協議会においても、住民

の高齢化や担い手不足などから、市民協働やボランティアへの支援制度の見直し、あるいは充実な

どを求める意見もありますことから、地域の方々が安心して積極的に参加できる環境づくりを進め
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ていく必要があるというふうに考えております。

○上村委員 この地域除雪活動は、新たな基本計画の中でもそうした呼びかけを大々的に続けてき

たことだと思います。しかしながら、この５年間の中で実施団体が２団体からわずか２団体の増に

とどまっているということでありました。こうした裾野をどれだけ広げていけるかということが、

先ほど申し上げた間口処理の問題、住宅前道路除雪の問題にもつながってくることだと思いますの

で、そうした指標を改めて今お聞きしたわけでありますけれども、まだまだ、そうした取り組みの

裾野を広げる必要があるでしょうし、逆に言うと、現在行っているところからも、市としてもしっ

かりと支えてほしいという声が出ているんだということを、今、答弁の最後にお答えいただいたん

だと思います。そうしたことからいくと、地域除雪活動についても、まだ大きな余地が残っている

というか、取り組んでいくべきフィールドがあるということだと私は思います。

そんなことで、最後の質問にしていきたいというふうに思うんですが、この地域協働の件を最後

に取り上げましたが、一つ、これが言うまでもない現在の除排雪のテーマであると改めて強調しつ

つ、私は市として、除排雪にかかわる対策を地域協働で進めていくんだというような条例の制定も、

一つ視野に入れて取り組んでいくべきではないかということを最後にお尋ねしたいと思います。こ

うした取り組みは、道内でもまだ少数でありますが、特に東北地方であるとか、あるいは日本海側

の豪雪地帯と言われている地域も、既に市民とともに取り組んでいかなければならないという意識

と、そういった経過の中で、この除排雪の事業を自治体あるいは都道府県、今回でいけば県でしょ

うか、そういった広域の自治体でも取り組みを進めている事例というものが散見されます。改めて、

今、この除排雪を旭川市の大きな課題の一つとして位置づけ、取り組みを進めていく。今後の市の

考え方として、こういった地域協働による雪対策というメッセージを市民に広く周知をしていくこ

とが一つ、それから、いわゆる雪出しのマナー啓発、そしてそれに対するしっかりとした周知の徹

底、協力の徹底ということのメッセージを届けるのもまた一つ、そして、もう一つ、除雪事業者と

の協力ということも含めて、市民協働の雪対策というものを大きな柱として、市としてしっかりと

メッセージを発信しながらこの事業を展開していくべきではないかと私は思いますが、この点につ

いての必要性について、所見をいただきたいと思います。

○熊谷土木部長 近年、地域における雪の課題は大変多く生じてきており、行政のみの対応では限

界があり、正直厳しい状況になっていると認識しております。このため、地域の雪の課題につきま

しては、地区除雪連絡協議会やまちづくり推進協議会など、地域を熟知するさまざまな立場の方と

の一層の連携を図り、行政がかかわりを持ちながら、地域一体となって取り組むことが重要な視点

であると考えております。今回、９地区の臨時会におきましても、地域除雪活動の推進につながる

さまざまな御意見等をいただきました。市といたしましては、こうした御意見等を踏まえ、地域除

雪活動への支援の充実に努めてまいりますし、こうした地域除雪活動の取り組みをより充実させる

ためには、御意見にもありましたような、地域協働による雪対策条例を制定しております他都市の

事例なども調査しながら、その効果などを確認して、より効果的な除排雪作業となるよう研究を進

めてまいりたいと考えております。

○上村委員 私どもも研究を進めてまいりたいというふうに思いますが、確かに、この理念条例だ

けでは当然ながら意味がないというか、不足があるということになるんでありましょう。いかに条

例でそういった理念を市民の皆さんと共有し、そしてそれに基づいて、どのように具体的な事業展
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開を関連づけていくかということ、目先では住宅前道路の除雪が一つあろうと思いますけれども、

こうしたことや、融雪槽の設置や地域の除排雪の支援ということも出てくるかもしれません。こう

した具体的な事業も念頭に置きながら、新たな雪対策の条例の制定ということも、今後の検討課題

になっていくのではないかということを最後に指摘させていただきまして、質疑を終わらせていた

だきます。

○高木委員長 ほかに委員の皆さんから発言ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

それでは、除雪連絡協議会臨時会の開催については、終了します。

次に、その他の項目に入っていきます。建設公営企業常任委員会行政視察の委員派遣についてと

いうことで、皆さんのお手元に委員派遣承認要求書（案）、委員長班、副委員長班、一部ずつある

と思います。それぞれ記載の調査のため、議長に対して委員派遣の承認要求をさせていただきたい

と考えておりますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、議長に対して、配付のとおり委員派遣承認要求書を提出させていただきます。なお、

やむを得ない事情などで都合により変更が生じた場合の取り扱いについては、委員長に一任願うこ

とでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、そのように取り扱うことにいたします。以上で本日の議事は、終了いたしました。こ

れで、建設公営企業常任委員会を散会したいと思います。

──────────────────────────────────────────────────────

散会 午前１０時５８分


