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開会 午前１０時０２分

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

○高木委員長 それでは、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

すので、これより議事を進めてまいりたいと思います。

議題に入る前に、皆さんのお手元に、６月３日に開催されました正副委員長会議での確認事項に

ついてお配りしております。委員会の統一的な運営を図るための確認事項でありますので、後ほど

で結構ですので、御一読いただきたいということをお願いしておきます。

それでは、まず１点目の令和元年第２回定例会提出議案について、理事者のほうから随時説明を

お願いいたします。

建築部長。

○太田建築部長 それでは、令和元年第２回定例会提出議案につきまして、建築部にかかわる議案

につきまして御説明をさせていただきます。

まず初めに、議案第１号、旭川市一般会計補正予算のうち、建築部所管についてでございます。

補正予算書１１ページの事項別明細書をごらんください。８款土木費６項住宅費２目市営住宅建設

費の市営住宅整備費で１千２５０万円を補正しようとするものでございます。財源につきましては、

全額が市債となっております。補正額につきましては、労務単価等の上昇を受けまして、工事契約

約款第２５条第６項の規定、いわゆるインフレスライド条項を適用し、市営住宅第２豊岡団地（１

－Ｂ）の建てかえ工事の請負代金を変更するものでございます。これによりまして、現在の請負代

金から約１．１％程度の増額となってございます。また、この補正に伴いまして、補正予算書の４

ページをごらんください。こちら第３表 地方債補正（変更分）、公営住宅建設事業の限度額を１

千２５０万円引き上げ、９億２千４００万円にしようとするものでございます。以上が、建築部所

管分の補正予算となっております。

続きまして、議案第１０号、旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございま

す。本案は、昨年６月に公布されました建築基準法の一部を改正する法律により新設されます建築

物の用途規制の適用除外にかかわる特例建築許可申請、既存不適格建築物の用途変更にかかわる全

体計画の認定申請及び変更認定申請、興行場等への用途変更にかかわる許可申請、これらにかかわ

ります手数料及び引用条項の整備のため、改正を行うものでございます。また、改元に伴います元

号による年表示につきましても、今回の改正に合わせて整備を行うものでございます。施行日につ

きましては、本条例の公布日からとし、引用条項の整備に関する事項は、建築基準法の一部を改正

する法律第２条の規定の施行の日から適用しようとするものでございます。

続きまして、議案第１１号、旭川市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。本案につきましても、昨年６月に公布されました建築基準法

の一部を改正する法律により、建蔽率の緩和対策に関する範囲が拡大されることに伴い、計画地区

内において建築物の建蔽率の最高限度を定めた場合の建蔽率の緩和対象に関する特例要件の追加及

び引用条項の整備、並びに所要の規定の整備を行うものでございます。こちらの施行日につきまし

ても、本条例の公布日からとし、引用条項の整備に関する事項は、建築基準法の一部を改正する法

律第２条の規定の施行の日から適用しようとするものでございます。以上、建築部に関連がござい

ます議案について御説明をさせていただきました。どうかよろしくお願いいたします。
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○高木委員長 土木部長。

○熊谷土木部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、土木部所管分につきま

して、事業の主な概要を御説明させていただきます。お手元の一般会計補正予算書の１１ページを

ごらんください。８款３項１目、河川整備費でございますが、新規事業といたしまして、河川整備

受託費として１億２千万円を追加補正しようとするものでございます。事業の概要につきましては、

平成３０年７月の記録的な豪雨により、東旭川地区ペーパン川において農地等が大規模に浸水する

など甚大な被害が発生したことを受け、災害復旧のための河川整備に伴う用地取得業務を北海道か

ら受託するものでございます。なお、ペーパン川の整備事業につきましては、河川管理者でありま

す北海道が事業主体となり、平成３０年度から令和４年度までの期間で約８キロメートルの区間で

浸水被害対策を行う予定でございます。

続きまして、同じく１１ページ、８款５項３目、緑地公園費でございますが、公園管理費として

５００万円を追加補正しようとするものでございます。事業の内容といたしましては、カムイの杜

公園わんぱく広場の複合遊具を補修しようとするものでございます。なお、財源につきましては、

市内の個人の方からいただいた寄附金を充てようとするものでございます。以上が、土木部所管に

かかわります補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。

○高木委員長 病院事務局長。

○浅利市立旭川病院事務局長 議案第３号、令和元年度旭川市病院事業会計補正予算につきまして

御説明を申し上げたいと思います。今回の補正につきましては、平成３０年度に借り入れた借換債

の利率が予算を下回ったことによる支払い利息の減額及び元利均等返済方式による借り入れのため、

元金分の支払い割合が増加したことによる企業債元金の増額を行おうとするものでございます。補

正予算書１８ページの実施計画をごらんいただきたいと思います。収益的収入及び支出の部、１款

病院事業費用３項本院医業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費で７４９万１千円を減額、資本

的収入及び支出の部、１款資本的支出２項企業債償還金１目企業債償還金で３８７万７千円を増額

しようとするものでございます。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○高木委員長 上下水道部長。

○富岡上下水道部長 令和元年第２回定例会提出議案のうち、水道局にかかわります議案について

御説明いたします。議案第１２号、旭川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

でございますが、水道法の改正により、給水工事指定店の更新制度が導入されることに伴い、指定

の更新に係る手数料を定めようとするほか、水道法施行令の一部改正に伴い、引用条項を整備する

ものでございます。

次に、議案第１３号、旭川市排水工事指定店条例の一部を改正する条例の制定についてでござい

ますが、給水工事指定店の更新制度が導入されることに伴い、排水工事指定店の指定の取り消し等

に係る規定を整備するものでございます。以上が、水道局にかかわります議案でございます。よろ

しくお願いいたします。

○高木委員長 ただいま、第２回定例会提出議案について、理事者のほうから説明をいただきまし

た。委員の皆さんのほうから何か発言がございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

ないようなので、説明を受けたということにとどめておきたいと思います。
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続きまして、報告事項に入ってまいります。まず、令和元年第２回定例会提出議案にかかわる事

項について、理事者のほうから報告をお願いいたします。

土木部長。

○熊谷土木部長 議案第１４号、議案第１５号及び議案第１６号の財産の取得並びに議案第２２号

契約の締結につきましては、総務部所管の案件でございますが、土木部にかかわりがございますの

で、順次、御報告申し上げます。

まず、議案第１４号でございます。議案第１４号につきましては、大雨災害時等の内水排除作業

に充てるため、排水ポンプ車１台を３千７９５万円で、北海道市町村備荒資金組合から購入しよう

とするものでございます。排水ポンプ車は、昨年度１台増強したところでございますが、本年度は

さらに１台増強しようとするものでございます。

続きまして、議案第１５号及び議案第１６号につきましては、市道の除排雪作業に充てるため、

議案第１５号は、ロータリー除雪車１台を４千５９２万５千円でナラサキ産業株式会社旭川支店か

ら、議案第１６号は、除雪グレーダー１台を３千３６６万円でコマツカスタマーサポート株式会社

北海道カンパニー旭川支店からそれぞれ購入しようとするものでございます。いずれの車両も計画

的に購入しようとするものでございますが、ロータリー除雪車は新規増強しようとするものであり、

除雪グレーダーは購入から２０年が経過し、老朽化していることから、更新しようとするものでご

ざいます。

続きまして、議案第２２号でございますが、議案第２２号は、工事名、平成大橋新設（上部工）

工事を契約金額２億７千３２４万円で、株式会社生駒組ほか２社で構成いたします生駒・日本高

圧・荒井共同企業体と契約を締結しようとするものでございます。条件つき一般競争入札により５

月２８日に入札を行い、６月３日に仮契約を締結しております。本工事は、上部工橋長２９８．１

５メーターのうち、延長６８メーターの架設を行うものでございます。

続きまして、報告第１号、平成３０年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告のうち、

土木部所管分につきまして御報告させていただきます。本件は、平成３１年第１回定例会におきま

して、繰越明許の議決をいただきました事業でございます。報告第１号の別紙繰越明許費繰越計算

書にお示しいたしましたとおり、８款土木費２項道路橋りょう費の道路橋りょう整備費、５項都市

計画費の都市計画道路整備受託費及び運動公園整備費、１１款災害復旧費２項土木施設災害復旧費

の土木災害復旧費の４事業を合わせまして、１３億３千４３０万２千６６４円を令和元年度に繰り

越しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により御報告申し上げます。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 建築部長。

○太田建築部長 建築部にかかわりがございます議案に関連する案件について御報告をさせていた

だきます。

まず初めに、議案第２１号の契約の締結についてでございます。本案につきましては、総務常任

委員会所管の議案ではございますけれども、本委員会にもかかわりがございますので御説明をさせ

ていただきます。本件は、第２豊岡団地建替（２－Ａ）新築工事について、条件つき一般競争入札

で決定いたしました株式会社橋本川島コーポレーション、吉宮建設株式会社、株式会社菅原組、株

式会社多東組、以上の４社で構成いたします橋本川島・吉宮・菅原・多東共同企業体を相手方とし
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て、８億９千９８０万円で契約を締結しようとするものでございます。この工事は、市営住宅第２

豊岡団地の新２号棟の一部を建設するもので、鉄筋コンクリート造６階建て２ＤＫ２３戸、２ＬＤ

Ｋ１２戸、３ＬＤＫ６戸の計４１戸の住戸を整備するもので、完成時期については、令和３年３月

を予定しているところでございます。

次に、報告第１号、平成３０年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告について、その

うち、建築部が所管してございます部分につきまして御報告をさせていただきます。報告第１号の

別紙、繰越明許費繰越計算書をごらんください。一般会計の８款土木費１項土木管理費、建築物耐

震改修促進費３２５万４千円につきましては、旭川市大規模建築物耐震診断等補助事業におきまし

て、民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震補強設計に対しまして補助を行うものでございます。

当初予定していたとおり、令和元年度に耐震補強設計が完了するため、事業費の全額を令和元年度

に繰り越したものでございます。以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により御報告を

申し上げるものでございます。建築部からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

○高木委員長 上下水道部長。

○富岡上下水道部長 令和元年第２回定例会提出議案のうち、水道局にかかわります議案につきま

して御報告いたします。報告第２号、平成３０年度旭川市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告

についてでございますが、国の補正予算に伴い実施しております下水管布設工事、処理場施設工事

等につきまして、補正予算の議決時期の関係などから事業の完了が翌年度となるため、別紙の予算

繰越計算書のとおり、６億８千２４万１千３７６円の予算を繰り越ししましたので、地方公営企業

法第２６条第３項の規定により御報告申し上げるものでございます。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、理事者のほうから第２回定例会提出議案にかかわる事項について、報告

をいただきました。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）

なければ、次の提出議案以外の事項について入っていきたいと思います。まず最初に、市営住宅

使用料納付書の誤送付及び使用料の二重徴収について、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 市営住宅使用料納付書の誤送付及び使用料の二重徴収につきまして、御報告を申

し上げます。先月、新聞報道にもございましたが、市営住宅課におきまして、事務処理ミスにより

使用料納付書を１０５世帯に対し誤送付したことに伴い、４月分使用料の２７万５千８００円を１

７世帯から二重徴収していたことが判明してございます。お手元の資料に概要を記載してございま

すが、事務処理ミスに至った経過につきましては、市営住宅使用料の納付方法には納付書により納

付する方法と口座から振り込む方法がございますが、納付書の送付につきましては、納付書納付を

希望される世帯には、年度当初の４月に１年間分の納付書をまとめて送付するほか、口座振替の方

に対しましても、口座引き落としができなかった場合、当月分の納付書を翌月に送付しているとこ

ろでございます。そのため、本年４月１２日に納付書納付する世帯を対象とした新年度家賃納付書

１年間分の作成、送付作業とあわせ、前月の３月分の使用料が指定口座から引き落としができなか

った口座振替対象者への３月分の納付書の作成、送付作業も同時に行っておりました。しかし、送

付後におきまして、納付書で納付する世帯の４月分納付書の一部に納付期限に誤りがあるといった
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ことが判明しました。そこで、翌週の４月１５日に再度４月分の納付書を発行する作業を行いまし

たが、その際に誤って既に納付書を送付済みであった３月分の引き落としができなかった口座振替

対象者１０５世帯のリストが混在したまま、４月分の納付書の再発行作業を行ったため、結果とし

てこの１０５世帯につきましては、３月分に加え４月分の納付書も送付してしまいました。その後、

５月１６日に入居者の方から４月分を納付書で納めたが、口座からも引き落としされているとの問

い合わせがございまして、納付書の誤送付と使用料の二重徴収が判明し、速やかに戸別訪問や電話

等において二重徴収の確認及び納付書の回収などを行うとともに、おわびをさせていただき、二重

徴収世帯の皆さんに了承をいただいた上で、５月２７日に返金をさせていただいたところでござい

ます。

今回は、繁忙期における職員の確認不足による事務的ミスでありますが、従来から複数職員によ

るチェック体制の徹底を図っていなかったという大きな原因もあると考えてございます。今後は、

繁忙期におきましても、特定の職員に業務が集中しないよう、柔軟な人員配置と業務の平準化を図

り、常に複数職員によるダブルチェックを徹底するよう、管理職に指示したところでございます。

また、職員に対しましても、市民の信頼を損なわないよう常に市職員としての責務を自覚しながら、

適切な事務執行に努めるよう周知したところでもございまして、今後はこのようなミスを二度と起

こさないよう、一層の指導の徹底を図り、再発防止に努めてまいりたいと考えております。このた

びは大変申しわけございませんでした。

○高木委員長 ただいま市営住宅使用料納付書の誤送付及び使用料の二重徴収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ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

なければ、次に入っていきたいと思います。続きまして、空き家等対策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 空き家等対策について御報告をさせていただきます。空き家等対策につきまして

３点ほど御報告がございます。それぞれ資料を用意してございますのでごらんください。

まずは、６条通１７丁目の特定空き家についての御報告でございます。本件につきましては、５

月１７日に開催されました本委員会において、空家特措法に基づく略式代執行の実施に向けた手続

として、現地の立入調査を進めている旨、御報告申し上げたところでございます。立入調査は、緊

急措置として当該空き家を解体することの必要性を判断するため、応急危険度判定による危険性判

定に加え、旭川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例に基づく緊急安全措置実施要領の適用

基準による危険性の判定もあわせて実施したところでございます。調査の結果、応急危険度判定で

は、当該空き家は屋根の一部が崩落しており、建物全体の構造躯体が危険な状態であることや、緊

急安全措置要件の適用基準においても、いずれも基準点以上の危険度であることを確認したところ

でございます。また、庁内の空家等対策連絡会議の関係課や、附属機関である空家等対策協議会委

員の有識者に対しても、緊急措置として当該空き家を解体することの必要性について意見聴取を行

ったところ、緊急安全措置として当該空き家を解体することについて適当との意見がございました。

以上のことから、当該空き家につきましては、そのまま放置すれば倒壊等保安上著しく危険な状態

が急迫しており、周辺住民及び通行人等に対する危険性が高く、早急に排除する必要性があると判
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断し、当初予定しておりました略式代執行では事務手続等に時間を要することから、旭川市空家等

及び空地の適切な管理に関する条例第１３条に基づく緊急安全措置として解体を行うこととしたも

のでございます。解体措置の内容につきましては、略式代執行と同様、上屋部分の解体を行った後、

解体材などにつきましては、シートなどにより養生して敷地内保管となりますが、緊急安全措置と

して実施することで、当初予定していた略式代執行に比べ１カ月ほど期間を短縮することが可能と

なり、現在実施しております緊急安全措置実施の公告の終了後、建物解体の業務委託を６月中旬ご

ろに発注し、６月下旬に解体を実施したいと考えてございます。なお、特措法に基づく略式代執行

と条例に基づく緊急安全措置の違いにつきましては、略式代執行は所有者等を覚知できず、その措

置を講ずることができない特定空き家等に対しまして、市長が所有者にかわって措置を実施すると

いったものとなっており、即時執行の定めがないことから、緊急性を要する場合には対応が難しい

制度となっております。一方、緊急安全措置につきましては、特定空き家等に危険な状態が急迫し、

甚大な被害を及ぼすおそれがあると認められた場合に危害の予防や損害の拡大を防ぐため、市長が

必要な最小限度の措置を講ずるといったものになっております。本件につきましては、あくまでも

所有者等が責務として実施すべき措置と考え、略式代執行に踏み切ったわけでございますが、危険

性が急迫しているといったことが判明したことから、やむなく緊急安全措置に切りかえるものでご

ざいます。なお、費用徴収につきましては、今後、所有者等があらわれた場合は略式代執行、緊急

安全措置いずれの方法につきましても、相手方に対して費用請求を行うことができるようになって

おります。

次に、先月、５月３０日の午後３時過ぎに発生しました５条通７丁目の旧十倉ビルの外壁落下事

故について御報告をさせていただきます。資料をごらんください。本件は、既に報道等もされてお

りますが、５条本通に面する旧十倉ビルの民地境界側の外壁面から落下した外壁材の破片が、５条

本通を走行していた車両に接触した事故でございます。幸いこの事故によるけが人はおりませんが、

車両の運転手の通報により警察、消防が出動し、庁内の関係部局とともに現地対応に当たったとこ

ろでございます。当該ビルは、昭和４９年に新築された鉄骨造６階建ての雑居ビルで数年前から空

きビルとなっておりました。昨年の６月とことしの２月に建物の維持管理が不十分であることに起

因する相談が寄せられ、所有者に対し適切な維持管理を求めていたところでございます。外壁には

軽量気泡コンクリート板が使われており、西側の外壁面の一部に剥落した形跡が見られることから、

この部分の外装材の一部が経年変化により落下したものと考えております。なお、当該ビルにつき

ましては、その用途や規模などから定期報告の義務の対象となってございません。現地での対応と

いたしましては、外壁からの落下物が前面道路の中心付近にまで及んでいたことや、今後も外装材

が落下することが予想されたため、関係部局と協議の結果、前面道路のビル側の約半分を通行止め

とする措置を行っておりました。建物所有者に対しましては、直ちに道路への安全対策を行うよう

指導したところでございますが、道路の通行に支障を来している一方で、早急な対応が困難である

ということから、翌日の３１日には、本市で歩道上に仮設足場とシートなどを設置し、道路への飛

散防止措置を講じ、車道と歩道の一部の封鎖を解除したところでございます。引き続き、建物所有

者に対し電話や文書などの通知により、早急な外壁の状況調査に加え、落下物対策の措置を強く指

導してまいりますが、今後、所有者による対策が講じられるまでは、当該ビルの外壁の状況及び歩

道上の飛散防止措置につきまして、職員による監視を継続していく考えでございます。
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最後に、このたび本市と地域ケア推進会議、啓明地区「たすけあいみんなの会」との間で空家等

対策の推進に係る連携協力に関する協定を締結しましたので報告をさせていただきます。資料をご

らんください。本協定は、市と地域が相互に連携協力して、空き家問題に取り組むための体制を構

築し、適切に管理されない空き家による地域の不安の解消や利活用促進などを図ることを目的に、

令和元年５月２８日に締結したものでございます。締結先であります地域ケア推進会議は、高齢者

個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備等を同時に進めていく地域ケアシステム

実現に向けた会議でございまして、地域包括支援センターが主催し、地区市民委員会を初め、民生

委員、児童委員、地区社会福祉協議会の役員や圏域の主任介護支援専門員、あるいは市社会福祉協

議会などで構成されている組織でもございます。近年、空き家等が急増する中、行政だけで問題を

解決することが難しくなっている一方で、空き家等が存在する町内会などにおきましても、空き家

等に起因する問題に直面しながら解決策が見出せないといった状況にございます。そこで互いが連

携することで早い段階で情報共有し、対策を検討することが重要になってきております。そのため、

本協定では市と地域の役割分担を定め、地域においてはそのネットワークを生かし、入院、施設入

所など長期にわたって家を離れる単身者など空き家予備軍となり得る情報等をいち早く把握し、所

有者やその家族からの相談に対する市の担当窓口を紹介していただく役割を担っていただくほか、

市と地域が合同で空き家等の合同パトロールや、発生予防に関する啓発イベントなどの実施、活用

または流通可能な状態の空き家の利活用の推進を図るなどして、地域と連携しながら空き家等の発

生予防につなげていきたいと考えております。今回は１地域だけのモデル的な取り組みではござい

ますが、今後も引き続き、取り組みの効果や課題などを検証し、またそれらを広くＰＲしながら、

その範囲を他地域にも広げていきたいと考えてございます。空き家等対策にかかわる報告は以上で

ございます。

○高木委員長 ただいま空き家等対策について、理事者から報告をいただきました。委員の皆さん

から発言はございますでしょうか。

上村委員。

○上村委員 ただいま報告がありました空き家等対策についてなのですが、何点か確認をさせてい

ただきたいということがありますので、質疑をさせていただきたいと思うのですが、委員長に先に

お願いをいたします。本日、追加で６月１６日の強風被害についての報告があると開会前にお示し

がありました。資料も本日提示されております。若干、内容に関連する部分がありますものですか

ら、もし差し支えなければ、その報告も聞いた後に、今の空き家等対策全般にかかわって質疑をさ

せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。そのことだけ先に申し上げておきます。

○高木委員長 空き家等対策について、ほかの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）

なければ、ただいま空き家等対策についての上村委員の質疑は、次の６月１６日の強風被害につ

いてとあわせてさせていただきたいということで、次の部分について、理事者から報告をいただき

たいと思います。

建築部長。

○太田建築部長 昨日、６月１６日の強風被害について御報告をさせていただきます。今朝の新聞

報道にもございましたが、昨日の前線を伴った低気圧が接近した影響で、市内では最大瞬間風速２
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１．６メートルを記録してございまして、市内各地で強風による看板落下や商業ビルの外壁落下、

また、住宅等の屋根が剥がれるなど計１１件の通報が消防本部に寄せられたところでございます。

そのうち、建築部といたしましては、１３時３０分ごろに発生いたしました３条通９丁目の４階建

ての小谷ビルの外壁の落下事故について対応したところでございます。事故の概要といたしまして

は、外壁タイルの一部４０センチかける２０センチ角程度のものが、２階部分から道路に落下して

いると警察に通報があり、警察と消防が出動したものでございます。特に人的被害があったとの報

告は受けてございませんが、事故後におきまして速やかに所有者に連絡し、聞き取りを行ったとこ

ろ、外壁を点検したやさきの事故とのことであり、改めて早急に点検し、安全対策等、必要な指示

をしており、その旨了承されているところでございます。なお、特に危険な箇所が見受けられなか

ったことから、警察では道路の封鎖などは行っていない状況となってございます。なお、当該物件

につきましては、定期報告の対象か否かについては今現在引き続き調査中でもございます。そのほ

かにも豊岡２条２丁目で長さ約４メートル、幅約５０センチの看板の落下事件が１件ございました。

落下した看板につきましては表示面積が１０平米以下と小さなことから、条例による許可不要の広

告物であるということは確認してございます。また、そのほかにも一般住宅の屋根が剥がれそうだ

などの通報が５件、そのほか旅館、市場、工場など各３件ございまして、そのうち２件の住宅にお

いて屋根の一部が飛散しておりますが、現段階ではこれらによる人的被害の報告は受けておりませ

ん。現在も引き続き、これらの事故については調査中でございますが、状況を確認しながら必要な

指導等を行っていく考えでございます。

○高木委員長 ただいま建築部から強風被害について報告をいただきました。土木部からは強風の

関係で何かありますか。

土木部長。

○熊谷土木部長 強風による被害状況でございますが、本日資料はお配りしておりません。今現在、

街路樹の被害状況などを調査中でございますが、現在わかっておりますのは、市内の１１カ所にお

きまして、街路樹の枝折れだとか幹折れ、そういった状況が発生しております。現在、大きな被害

は発生しておりませんが、今後もさらに調査を続けてまいりまして、道路上に落下したこうした障

害物等については速やかに撤去してまいりたいと考えているところでございます。

○高木委員長 ただいま、強風被害について建築部、土木部から報告をいただきました。先ほどの

空き家等対策についてとあわせて、上村委員の質疑を行っていきたいと思います。

上村委員。

○上村委員 空き家に関する市の課題については、前回の委員会時から、撤去の案件の報告をいた

だきましたけれども、さまざまな課題が露見しているという状況だというふうに思います。また、

昨日の強風被害についても、多数の事例があるということでこうしたものも含めて、本当に本市に

とってこうした老朽物件の影響ということについては、今後さらに、その課題認識が強まるのでは

ないかなということを今改めてお聞きをしたところであります。

私のほうからは、先ほどの空き家に関する３件の報告、それぞれにもかかわりますので、まとめ

て質疑をさせていただきますので、若干お時間をいただく予定でおります。どうか御協力をいただ

きたいと思います。

まず初めに、前回の委員会で報告がありました６条通１７丁目の物件の件です。先ほど御報告が
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ありました中で、緊急安全措置に切りかえたということがありました。前回の委員会時には、略式

代執行でやる予定だということでありましたが、方針が変わったということ及びそれぞれの違いに

ついても先ほど報告の中でありましたので、ここについては、私１点だけ確認させていただきたい

と思います。緊急安全措置に切りかえたという理由については先ほどの報告のとおりだと思います

が、その中で、一月ほど早くなるんだという説明があった点が少し気になったところでありまして、

時間がかかるということではありながらも、その差は一月程度だということが先ほどの報告にあり

ました。そのことで、実際に、一月程度というところがどこまでその緊急の必要性があるという判

断がなされたのかという点について、まず、判断の考え方について確認をしておきたいというふう

に思います。

○本間建築部次長 ただいまの御質疑にありました一月程度ということでございますが、仮に、略

式代執行で進めた場合には、空家等対策連絡会議や空家等対策協議会委員の会議、こういったもの

を経まして、その措置を慎重に考えていかなきゃならないというのが一つ。それと、現状におきま

しては、きのうも風が強かったということも御存じだと思いますけれども、隣接する道路は交通量

が多く、小学校の通学路にも指定されておりまして、強風等により建物の一部が飛散することで、

周辺を通行する方々に甚大な被害が及ぶ可能性が非常に高い、二次的被害が非常に大きいものと判

断された中で、昨今、昨年も結構強風、台風もかなり早まっておりますということから、この一月

を長いと見るか短いと見るかよりも、実際にそこを待っているわけではないものですから、なるべ

く早急に安全措置ということで危険を排除しようということも根底にありまして、今回、緊急安全

措置に踏み込ませていただきましたところでございます。

○上村委員 そんな中では昨日、強風の１日となりまして、市内でも多数の懸案事態が発生したと

いうことは、先ほど報告があったとおりですが、その意味では６条通１７丁目の物件については、

強風による影響等については発生した、しなかったということについては、どのような形になって

いらっしゃったんでしょうか。念のため確認しておきたいと思います。

○本間建築部次長 ６条通１７丁目の案件につきましては、過去にも雪により住宅が潰れたときか

ら、我々が散々見に行っておりまして、当時、消防隊による危険物の排除ということで、吹き飛び

そうな屋根の部材とか構造材はあらかじめ片づけさせていただいているところでございます。また、

住宅内部に関しましても、調査を行った際に、そういった吹き飛びそうなものはないかということ

を確認した上で、現状のままとしているところでございます。あと、道路のほうにおきましても、

道路管理者のほうから鋼製フェンスを立てていただきまして、仮に飛び出すことがあっても道路に

出ないような措置をされているところでございます。

○上村委員 そんな形で緊急安全措置に切りかえたということで、早期の対応が必要だという判断

があったということでありました。それで、改めてこの緊急安全措置について、過去の事例を参照

したいのですが、これは緊急安全措置ということでかなり強い措置ということだと言えるのではな

いかと思います。今、緊急に、短期に実施ができるという話もありました。そういった意味で、こ

の緊急安全措置については、過去、事案があったのかどうかということを改めて確認をさせていた

だきたいと思います。その内容についても、お答えください。

○本間建築部次長 ただいまお話にありました緊急安全措置の過去の事例といたしましては、屋根

及び２階の床が崩落しまして、外壁が膨れて倒壊のおそれもあった空き家につきましては、平成２
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６年１２月に上屋部分の解体を行ったものが１件ございます。当該空き家につきましては、相続人

が数十人存在しておりましたが、相続人の大半は権利者となっている事実を知らないか、当事者意

識がなく安全対策などの措置をする見込みがない状況となっておりまして、このまま放置した場合、

第三者へ危害を与えるおそれがあると判断いたしまして、市としましては、緊急安全措置を実施し

たものでございます。なお、緊急安全措置に要した費用につきましては、旭川家庭裁判所に対しま

して、相続財産管理人選任の申し立てを行いまして、相続財産管理人による財産の処分により得た

金額から支払われることとなりまして、財産処分の手続が終了した本年１月に緊急安全措置費用４

３万２千円を回収しているところでございます。

○上村委員 改めて、私もこの緊急安全措置の過去の事案について承知をいたしました。４３万２

千円の費用については回収ができたということでありますが、今のお話を伺うと、平成２６年に着

手したものがことしの１月ですから５カ年を経て回収に至るということで、本当に作業としては大

変なんだなということを改めて認識をさせられますし、前回の委員会で報告を受けた事案は、平成

２７年に、最終的な文書の勧告でしょうかね、そういった正式な手続に移り、そこから費用の回収

あるいは一部回収に至るまで、こちらは４年ぐらいですよね。まだ全額の回収に至っていませんが、

そうしたことからしても、この空き家対策の問題は、皆さんにとってもかなり大きな作業負担にな

っているということもありますし、行政負担としても、非常に大きいなということを改めて認識さ

せられるものであります。

そういった中で一つ、緊急安全措置について、私として押さえておきたいなと思いますのは、今、

略式代執行との違い、あるいはこれまでの切りかえの経過も伺ったところでありますが、この緊急

安全措置は非常に使い勝手がいいという捉え方もできるのではないかということです。その文書の

経過、あるいは協議会の議論の有無ということも含めて、非常に使い勝手がいいとも捉えられるこ

の緊急安全措置の今後の市としての使い方、活用の仕方、実施のあり方ということについてどのよ

うな考えを持って進めていらっしゃるのかということを確認しておきたいと思います。

○本間建築部次長 空き家等の管理につきましては、所有者等に適切に行っていただくことが大前

提でございまして、管理不全な状態の空き家等の所有者等に対しましては、空家特措法に基づき助

言、指導、勧告といった措置を行っていくことが基本と考えております。また一方で、空き家を放

置していてもいずれは市が解体してくれるといったモラルハザードも懸念されますことから、空家

等条例に基づく緊急安全措置につきましては、人命の保護を最優先いたしまして、身体にかかわる

危害の予防や財産に対する損害の拡大を防ぐため、市がやむを得ず行わなければならない場合にお

いて、必要な最小限度の措置に限定するべきと考えており、慎重に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○上村委員 今回の緊急安全措置は、今答弁でも必要な最小限度の措置というお答えがありました。

先ほど報告の中でも、どういう措置をするのかということについては、内容が触れられていたと思

います。解体と、そして解体発生材については敷地内保管にするというような報告が先ほどあった

かと思いますけれども、その中で、緊急安全措置で必要最小限度の措置ということについては、一

定程度そのいろんな解釈がある中で、本当にその最低限度の措置なんだということは文字どおり、

そういう表現になるんでありましょうけれども、そういったことについて今回の事案について、必

要最小限度の措置ということについてどのような考え方を持っているのかということを、再度、お
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聞きしておきたいと思います。先ほど略式代執行の場合でも、内容は変わらないということもあり

ましたものですから、そのあたりの最小限度の措置ということについてどのような市としての判断

があったのかということを押さえておきたいと思います。

○本間建築部次長 今回の事案につきましては、屋根の崩落等により建物の一部が崩壊し、屋根の

崩落していない残ったほうをそのまま放置した場合においても、建物の倒壊などの危険性が十分考

えられるという判断がございました。また、著しく保安上危険な状態が急迫していることから、周

辺住民及び通行人等に対する危険度が高く、この危険性を排除するために、上屋部分、基礎等がご

ざいますけれども、最低限の上屋部分を解体することとしております。また、先ほど委員のお話も

あったように、解体発生材につきましては、必要最小限度の安全措置ということから、撤去せずに、

飛散防止措置を行った上で、敷地内保管をする予定となっております。

○上村委員 この解体にかかわる費用については、どのぐらいの費用を要するという見通しを持っ

ていらっしゃるのか、この点についてもお聞きしたいと思います。

○本間建築部次長 現在、当該空き家に対する措置業務の発注を控えておりますことから、具体的

な金額につきましてはお示しすることはできませんが、本件は、年度当初に予定していなかったも

のであり、そのために特別な予算は計上しておりませんでしたが、空き家等総合対策費の中の緊急

安全措置費用としまして５８万８千円が予算措置されておりますので、この予算の範囲内で実施し

てまいりたいと考えているところでございます。

○上村委員 今、述べていただいたような予算措置、予算の範囲内で対応ができるのではないかと

いう見通しの中で解体を決断されたと、判断されたということなのかなというふうに思いますが、

この費用については、かねてから、その所有者には請求ができないということでありました。所有

者不在ということでありましたものですから、請求する相手がいないということです。しかし一方

で、この資料でもお示しのとおり、土地の所有者というのは、建物所有者とは別人であるというこ

とが示されております。今現状としてこの建物の所有者が不在ということはあるとしても、この土

地の所有者に対して、その責任の負担というものを一定程度求めることができないのかということ

については、やはり感覚的には非常に疑問を持つところでありまして、こうしたものを市としてど

う整理をされているのか、あるいは市としての考え方を改めて、伺っておきたいと思います。

○本間建築部次長 特定空き家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険になるおそれ

のある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態などが認められる空き家、建物であ

り、またその土地を言います。それらの所有者または管理者を所有者等というところでございます。

旭川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例第１３条第３項では、緊急安全措置に要した費用

を当該特定空き家等の所有者等から徴収することができる旨規定しているところでございますが、

今回行う緊急安全措置の対象を建物としていることから、建物の所有権を有しない土地の所有者に

ついては、本件の場合につきましては、条例で規定している費用を徴収できる特定空き家等の所有

者等には該当しないものと判断しております。したがいまして、今回の緊急安全措置に要した費用

につきましては、土地所有者には請求できないものと考えております。

○上村委員 現在、市が持っている条例の定めあるいはその定義ということでいくと、そういう解

釈になるんだろうということは理解ができました。しかしながら一方で、現実的に、この土地の所

有者に対して、市としてどういう働きかけができるのか、あるいは働きかけの余地があるのかとい
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うことも含めて、私は、かねてから報道等でも触れられておりますけれども、この問題というのは、

そこについても顧みる必要があるのではないかなというふうに思います。やはり、土地の所有者と

いうものがありながら、建物所有者という別の管理者のみに対してしか依頼というか、そういった

ものができないということでありまして、最終的にそれが行政負担も伴ってくるとすれば、そのあ

たりのなんて言いましょうか、行政負担のあり方、あるいは市民理解ということも含めて、一定の

課題があるのかなというふうに思いますので、この点については、今後の課題として受けとめてお

きたいと思いますが、今後も関連の際に、また皆さんと議論をしていきたいというふうに思います。

もう一件、２つ目の報告事項でありましたが、旧十倉ビルの事故報告についてです。この点につ

いては、先ほどの報告で、昨年の６月、そしてことしの２月でしたでしょうか、相談があったとい

うお話がありました。そうしたことからいくと、その経過の中で、今回、こういった剥落の事案が

発生したということでありますけれども、こうした関連の中で、十分に対応ができなかったのかど

うかということが、まず疑問に感じたところであります。その点についてまず、経過についてお答

えをいただきたいと思います。

○佐野建築部建築指導課主幹 旧十倉ビルのような外壁の落下事故につきましては、近年５件発生

しておりますが、このうち１件は、旧十倉ビルと同様空きビルとなっており、現在も所有者に対し

安全対策を講じるよう強く指導しているところです。建築基準法では、一定規模以上の建築物の所

有者や管理者には、建築物等の状況を有識者に調査させ、その結果を市に報告、いわゆる定期報告

することを義務づけており、こうした制度により、所有者に点検の重要性や適切な維持管理の必要

性を認識させておりますが、本件も含め、現在指導中の１件につきましては、建物が使用されてい

ないため、報告の対象となっておりません。特に空きビルのような所有者の管理がおろそかなもの

については、所有者情報、建物の状況等の把握も困難であるため、こうした物件の所有者に対し、

広報紙等で広く周知するなどして、適切な維持管理を啓発することが今後の大きな課題と認識して

おります。安全パトロールの強化や関係部局と連携を図りながら情報収集に努めるとともに、効果

的な指導方法について検討を進める必要があると考えております。

○上村委員 先ほど報告の中で、過去に、相談の経過があったという話がありましたものですから、

この旧十倉ビルの事案発生に対して、その経過の中でどういうやりとりがあったのかなということ

がちょっと気になりましたので、そのことについて、まず確認をさせていただきたいと思ったわけ

ですが、その点について何か補足していただくことはありませんか。

○佐野建築部建築指導課主幹 旧十倉ビルにつきましては、昨年の６月に、近隣の方から相談がご

ざいまして、外壁等が落下している可能性があるというようなこともございましたことから、旧十

倉ビルの所有者に点検等の指導をしていたところでございます。それと本年の２月に、道路に面す

る部分のひさしの部分から、雪が落下するおそれがあるというようなことがございまして、そのこ

とについて、所有者に対して指導していたところです。屋根の雪につきましては、暖気になってき

たということもあったものですから、所有者のほうで何か対策をするということは指導はしていた

のですが、されないまま、そのまま消滅するという形で、安全な状態になったというような状況で

ございます。

○上村委員 そうした経過があった中で、今回、５月３０日にこうした落下の事案があったという

ことでありましたものですから、これまで一応マークしていたというか、チェックをしていたとい
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うことでありながら、結果としては、道路を封鎖しなければならない状況に至ったということにつ

いて、ちょっと重く受けとめたものであります。

こうした中で、今後の対応については、今、文書で通知し、現在指導中だということで、先ほど

資料でも御説明を頂戴したところでありますが、こうした今後の対応についてはどこまでの担保を

持てているのかということについて、確認をしておきたいと思います。

○佐野建築部建築指導課主幹 本市では、建築基準法の規定にあるように、建築物の適切な維持管

理は所有者が行う責務と捉え、本件も含め、危険な状況が長期化する建物については、引き続き建

築基準法や関係法令に基づく助言、指導、勧告等の行政処分を実施してまいりますが、最終的には、

行政代執行も視野に入れる必要があるため、状況に応じた慎重な判断も必要と考えております。い

ずれにいたしましても、市民の安全、安心の確保を優先に、今後も劣化状況の進行を見きわめなが

ら適切な対応に努めてまいります。

○上村委員 先ほど、昨日の強風についての関連でも、中心部のビルからの外壁の飛散という事案

があったという報告もありました。こうした物件についても、いわゆるその老朽化したビルの状況

ということであったのでしょうか。あるいはこちらについても同様に、事前にそういった、認知を

するような経過がなかったのかどうかということについても、先ほどの報告との関連の中で確認を

させていただきたいと思います。

○佐野建築部建築指導課主幹 先日、３条通９丁目のビルにつきましては、１３時半ぐらいに消防

のほうから私どものほうに事故の一報が入りまして、時間的には強風の時間帯ということもござい

まして、まだ原因のほうははっきりしていないかと思うんですが、風の影響と劣化の影響と両方の

原因があったのではないかなというふうに思っております。

○上村委員 事前にそういったような相談なり、市に対する注意喚起のような連絡等がなかったか

どうかということについてはいかがですか。

○佐野建築部建築指導課主幹 事前に市のほうに連絡が来たり、所有者のほうから連絡があったり

ということはございませんでした。

○上村委員 では、市としても指導あるいは助言の対象物件ではなかったということでよろしいで

すね。

こうした新たなものも含めて、今後も老朽化した物件が多数出てくると、その中で市民の安心、

安全ということに場合によっては一定の影響を与えるような事案も出てくるのかなということにつ

いて、懸念が増しているところでありますが、今の旧十倉ビルについては、過去の経過も含め、そ

して実際に危険が発現したということも含めて、ぜひ、迅速に対応していただきたいというふうに

思います。とはいえ、一定程度の規模の空きビルでありますから、先ほど来の空き家の解体と比べ

ると、市としての対応のボリュームも非常に増してくるんだろうというふうに思いますので、その

辺も慎重に進めていかざるを得ないということではあるのかという気はいたしますが、先ほど来の

経過、そして実際の現状ということに鑑み、所有者との間で早急にそうした取り組みを進めていた

だきたいということをお伝えしておきたいと思います。

それで、この空きビルの関係、あるいは空きビルと言っていいかどうかわかりませんが、私、一

つ皆さんに問いかけというか確認をさせていただきたい物件がほかにもあるんです。それが住所と

しては神居町富沢の時屋亭というホテルだったのかというふうに思いますが、現在、稼働してない
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んですけれども、景観を著しく損ねるということもありますし、ガラスも割れてますし、ドアもあ

いたままになっているということで、もう本当にひどい状態になっているというような状況なんで

す。それで、私は、今、市としてどういう位置づけを持っていらっしゃるのかということを確認し

ておきたいと思います。これもいわゆる空き家ということに私はなるんではないかというふうに思

うのですが、市としての認識、そして今後の対応の予定、その必要性があるのではないかというこ

とで、その見解を問いたいというふうに思います。

○佐野建築部建築指導課主幹 旧時屋亭につきましては、長期間使用されておらず、建築物の劣化

が進んでいる状況に加え、最近では何者かによりガラスが割られ、建物の内部に不審者の侵入が見

受けられることから、地域の方々から防犯上心配があると相談が寄せられております。当該場所は

人通りが少なく、容易に建物へ侵入できる状況であるため、周辺の治安の問題や生活環境への悪影

響が懸念されることから、早期に解決を図らなければならないものと考えております。今までの対

応といたしましては、庁内関係部局と連携し、道路に飛散したガラスや捨てられたごみの清掃を行

うとともに、管轄する警察署にパトロールの強化を要請しておりますが、建物への侵入を防止する

措置は原則として所有者等が行う責務として認識しており、現在、所有者に対し、文書の通知によ

り適切な維持管理を求めているところです。

今後につきましては、所有者の対応や建物の状況の変化を見きわめながら、空家特措法による助

言、指導等の検討を進めるとともに、関係部局や関係機関と連携を図り、市民の安全、安心に向け

た対応策の検討を進めてまいります。

○上村委員 ぜひ、その対応策の検討ということを進めていただきたいと思うのですが、郊外とい

うこともありますし、物件の規模としても、私、正確に押さえているわけでありませんが、ホテル

として稼働していたぐらいですから一定程度の規模を有する建築物だということが想像されます。

ということで、先ほどの空きビルの関係だけではありませんが、こちらもそうそう簡単に市として

手出しができるのかという問題を抱えていらっしゃるんだろうということは推測をされるところで

ありますが、先ほどちらっと引用させていただきましたけれども、その対応、あるいは防犯上の問

題を含めて、こうしたものが市内のそれほど郊外の外れということでもない中で、一定程度の通行

量がある場所で現存しているということ自体は非常に大きな課題認識を私は持っていますし、当然

ながらそれは地域住民の方からもそういった声が出ているというふうに認識をしているところです。

解決策ということの前に、まずは、そうした具体的な検討の着手、そして対応の検討というところ

に思いを至るようにしていただきたいと、着手していただきたいということをお伝えしておきたい

と思います。

この空き家の関連では最後の論点になりますけれども、団体との連携協定を結んだという話があ

りました。地域ケア推進会議、啓明地区「たすけあいみんなの会」との協定ということでありまし

た。この取り組みについて、私は非常に評価をしたいと思います。こういう民間との具体的な協定

によって、空き家の対策を推進していくということの取り組みの端緒についたのかなというふうに

私は評価をしたいと思うのですが、改めて、関連して幾つか確認をしておきたいと思います。先ほ

ど来、さまざまな物件の話が出てまいりましたけれども、こうした早期対応あるいは情報共有の取

り組みということがなお必要になってくるというふうに思われるのですが、現在、空家特措法に基

づいて、いわゆる助言や指導をしている件数についてどのぐらい抱えていらっしゃるのかというこ
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とを先に確認しておきたいと思います。

○本間建築部次長 空家特措法に基づき、特定空き家等に助言、指導を行っている件数でございま

すが、平成３０年度の実績としましては、助言が９９件、指導が１２件となっております。

○上村委員 ということでいくと、助言は第１段階ということになるかと思いますが、第２段階の

指導に至っていると。その先に勧告、命令ということになるんでしょうけれども、実際にこうした

１２件の指導の案件というものは、今後、一定程度大きな課題になり得るというような位置づけを

市として持っていらっしゃるのかどうかということを続けて押さえておきたいと思います。

○本間建築部次長 ただいまの委員のお話にあったとおり、助言、指導、勧告といったこういう行

政指導の中で、我々は空き家に対応しているところでございます。指導等におきましては、ある程

度時間をかけながらできるものと、早急というんですか、緊急性の高いものがありますから、それ

らに関しましては勧告ということも適時押さえながらやっていきたいと思います。特措法に基づく

勧告となりますと、また一定の住宅等の税制措置とか、優遇面の措置が外されたりすることもござ

いますから、その辺も慎重に緊急性と比較しながら、対応してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○上村委員 指導案件については１２件、そしてその今後の扱いについては、さまざまな行政事情

に鑑みながら、その対応を検討していかなければならないというお話でありました。

ちょっとすいません、この関連の中で、補助制度の状況についても押さえておきたいと思うので

すが、旭川市の不良空き家住宅除却費補助制度というものが平成２６年から実施をされているかと

思います。いわゆる空き家を解体するための費用を行政が補助するということでありますが、この

補助実績というものがどのようになっているのかというところ、あるいはこうした金額が十分なの

かということの議論もあるようですけれども、こうしたものに対して現状の運用状況に対しての評

価と、この制度についての市としての課題認識を伺っておきたいと思います。

○本間建築部次長 旭川市不良空き家住宅除却費補助制度の活用状況についてでございますが、平

成２６年度からの実績としてお答えいたしますと、平成２６年度は予算１５０万円に対しまして、

補助金交付実績は３件ございまして、７１万３千円、平成２７年度は予算１５０万円に対しまして、

補助金交付実績は２件で５３万円、平成２８年度は予算９０万円に対して、交付実績は４件で９０

万円、平成２９年度は、予算９０万円に対して、交付実績は３件で９０万円となっております。ま

た、まだ決算確定前でございますが、平成３０年度は予算９０万円に対して、交付実績では３件で

７６万６千円となっております。ただいまお話のありました補助申請件数につきましては、平成２

６年度より毎年１１から１６件程度の申請がございまして、補助制度の需要は高いものの、老朽不

良住宅を対象とする国の補助基準が高いことから、申請件数の約２割程度しか採択されない状況と

なっております。

今後は、関係機関を通し、補助基準の緩和の要望や他の補助制度などを活用した制度設計など、

空き家の除却に向けた補助制度の拡充に向けて検討してまいりたいと考えております。

○上村委員 平成２６年からの補助制度については、一定の実績はあるものの、さまざまな課題と

いいますか、運用のあり方として、ニーズとしっかりマッチしているのかなということについては

少し課題があるのかなというふうに今の答弁を聞いて思いました。つまりは、空き家の除却を何と

か後押ししようと思っている相手方に必ずしも届いているのかどうかということでありまして、今
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の話を聞くと、２割程度しか実際に補助の対象にならないということでありましたから、つまりは

まだそこまでいっていない物件を解体しようという方に対しては、この話が通っているのかもしれ

ませんが、先ほど来、市がやむを得ず解体せざるを得ない状況に至っているような、そういった物

件とのマッチングといいますか、そういった危険度の高い物件とのマッチングということを一つ課

題として、今後の制度設計あるいは制度の運用に当たっていただきたいということを今の段階では

申し上げておきたいと思います。

本題の先ほどの協定の話であります。先ほど私としては非常に評価をしたいということを申し上

げましたが、改めて、個別な地区なものですから、この地区との連携協定が今回こうして突然と言

ったら失礼ですが、報告されたということに対して、私としてはどういう経過があったのかなとい

うことをちょっと確認しておきたいというふうに思います。

○本間建築部次長 啓明地区地域ケア会議との連携協定に至った経過でございますが、啓明地区地

域ケア会議では、以前から地域の課題としまして、空き家の問題の解決に向けた検討を行っており、

昨年の５月から建築部の職員も複数回会議に参加し意見交換を行ってきたところでございます。ま

た、昨年６月には、放置空き家問題解決に向けた提言としまして、地域との協働による空き家対策

事業の試行的実施に向けた提案がなされましたことから、本市としましても、地域住民と行政とが

役割分担し、取り組むことで効率的に空き家問題の解決が期待できると考えまして、このたび、協

定締結に至ったものでございます。

○上村委員 そうした経過の中で、この啓明地区の団体と連携協力に関する協定を結んだというこ

とでありました。ぜひ、今後の推進に期待をしたいわけでありますが、この相手方との協定に当た

っては、どのぐらいのエリアをカバーできるんだろうかということがちょっと気になります。実際

に、今後の面展開も期待したいわけですが、まずは今回の協定の中で市の中のどのぐらいのエリア

のカバーが可能なのか、あるいはカバーしているのかということについての状況をお聞かせくださ

い。

○本間建築部次長 啓明地区地域ケア会議との連携協定でカバーできるエリアとしましては、市民

委員会単位で申しますと、啓明地区のみということになっております。

○上村委員 まずは市民委員会の１つの地区ということの取り組みだということでありました。先

ほど報告の中でも、今後、モデルとして、その範囲を他の地域にも広げていきたいというような趣

旨の報告があったかというふうに思います。ぜひ、そのことも期待したいというふうに思いますし、

さまざまな取り組みがこの空き家の問題については必要なんだというふうに思います。あくまで一

つの側面になろうかと思いますが、こうした地域住民との情報の共有ということについては、ぜひ、

その取り組みを拡大していただきたいということを期待したいと思いますが、この点についての見

通しを改めてお伺いしておきたいと思います。

○本間建築部次長 こういった地域との取り組みにつきまして、今後の展開でございますが、空き

家対策におきましては、いかに管理不全となるような空き家の発生を抑えていくこと、予防、こう

いったことが課題となってきております。そうした中で、今回の連携協定を初め、協定の中では、

空き家の合同パトロールや地域住民向けの啓発イベントといった比較的発生予防に主眼を置きまし

た取り組みを市と地域が一緒になって進めていくものでございます。今後の面展開を考えた場合、

地域ごとに課題や特性も異なりますことから、今回の取り組みや事業を進めていく中で、さまざま
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な課題を抽出しまして、地域の方々との意見交換や効果の検証を行いながら、制度を磨き上げてい

くことで、他地域のモデルケースにしてまいりたいと考えております。また、他の市民委員会など

に対しましても、今回の連携協定の取り組みや市の空き家施策につきまして広くＰＲしながら、市

と地域との連携による空き家対策の取り組みを広げてまいりたいと考えておりますので、こういっ

たことをやった、実施したということを広くＰＲしながら、各地域の市民の皆様方に、今後の空き

家対策に対しての協力をしていただくよう我々も努めてまいりたいと思っております。

○上村委員 連携協定を交わしたばかりという中で、取り組みが始まったばかりですから、いきな

りそのいろんな過剰な負担を皆さんに提起するのもどうかという気はいたしますが、しかしながら、

こうしたさまざまな目と、あるいはさまざまな情報のアンテナを活用しながら、この問題について

は行政としても取り組んでいかなければならないのかなというところでいくと、こうした地域との

つながり、あるいは協力ということも一つ具体的な取り組みとしては有効であろうと。そしてそこ

はお互いにその地域住民にとっても、先ほどの私が引用したホテルの関係ではないのですが、そう

した地域にとってもそういう悩ましい問題になるんだろうと思いますので、そこはしっかりと連携

協力をしていただいてなるべく早く、物件を感知し、認知し、その対策に対しての取り組みが少し

でも早く着手できるということが、この問題については言うまでもなく必要なことだろうというふ

うに思うものですから、こうした住民との連携も、強化していただきたいというふうに思います。

最後に、部長にお尋ねをしたいと思います。この空き家対策については、もう言うまでもなく市

としては今後さらに、業務量そしてかかる費用、そしてかかる労力もふえていく案件だというふう

に思いますので、今申し上げたようないろんなアンテナを駆使しながら、市としても取り組んでい

かなければならないというふうに私は思っています。例えば、こうした空き家については恐らく固

定資産税の滞納が継続してくるんではないかと思うんですが、そうしたような固定資産税の情報の

庁内の共有なんかも先ほどのアンテナという意味では一つかなと私は思うのですが、こうした空き

家対策自体について市として、今後さらに、役割が図らずも求められるという状況になっている中

で、どのように取り組んでいくお考えでいるのかということを最後にお尋ねをして、私の質疑を終

わりたいと思います。

○太田建築部長 先ほど来、上村委員のほうから、空き家に対するいろいろな部分での質疑をいた

だいたところでございます。確かに昨日の強風被害についても、いろんなところで物件からの外壁

の剥落が起こっているということで、やはり住宅のストックといった部分で古くなってきて、かな

りのボリュームが、老朽化しているということに加えて、さらに今、高齢者のひとり暮らしという

のがふえているという状況にもあると思います。これは何度も言ってるんですけれども、人口が減

っていく中でなかなか世帯数は減っていかないということもございまして、そう考えると、既に１

世帯当たりの人数が、２人を切っているという状況がございますので、やっぱり高齢者のひとり暮

らしがふえていく中で今後どんどん、それが空き家となっていく可能性が加速していくのではない

かということをすごく危惧しているところでございます。したがいまして、そういった高齢世帯に

おいては、なかなか自分の家を適切に維持管理していくのも難しくなってきてますし、そうなりま

すとなおさら老朽化も進んでいくといったことも心配されるといったことがございます。そういっ

た意味では、我々もアンテナをさまざま張りめぐらしながら、事前にどうやって空き家予備軍とな

るものの情報を得るかということがやはり一番重要になってきているのかなというふうに、しっか



- 18 -

りそこは、我々も強く認識しているところでございます。そういった意味では、例えば固定資産税、

税情報等における情報をうまく庁内の横の連携をとっていくかということも必要になってくると思

います。ただこの中で、個人情報といった部分ではできる部分、できない部分がございます。ただ

しそういった部分につきましても、これから先を見通した中で、いかにどうしていくかということ

を我々行政のほうでも、柔軟に対応できるような体制をつくっていかなければならないと思ってい

ます。何よりもやはり、そういった住宅を監視する目というものをふやすといったことについては、

地域の皆様の御協力が必要であるというふうに思っています。先ほどの外壁が落ちたビルについて

も、やはり常日ごろからそういう目で近所の人たちが見る、そしてそれを通報するんだというよう

なシステムが早い段階で構築されることが必要なのかなというふうにも思いますので、そういった

意味では、外壁事故、こういったものの危険性というものを広く市民にアピールして、気づいたと

きにはすぐ市に一報いただけるような、そういった仕組み、個人住宅においても高齢者のひとり暮

らしの世帯が、どんな状況にあるかということを地域の人たちが見守る中で、早目に情報をいただ

くということが必要になってくると思いますので、我々は住宅政策、今後の先を見据えた中で、や

はり柔軟にいろいろ対応しなきゃいけないというのは強く感じるところでございますし、そういっ

たことで、今後も空き家対策についてはしっかりと体制を整えながら、あるいはその財政的な部分

も必要な部分でお金もかかってきますので、その辺を担保しながら進めていきたいというふうに考

えてございます。

○高木委員長 ６月１６日の強風被害の関係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）

ないようなので、次に移ってまいりたいと思います。

続きまして、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

す。

土木部長。

○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。本日、

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、５月１７日開催の常任委員会に

おきまして、これまでの経緯や各種説明、報告等を行うために実施しました住民説明会の結果につ

いて御報告させていただくとともに、６月上旬には、再調査を実施する旨の説明をさせていただい

たところであります。

本日は、６月４日から７日にかけまして、林業試験場の協力のもと実施いたしました再調査につ

いて御報告させていただきます。再調査は、緑地帯にある１１０本全ての樹木について実施いたし

ました。その調査作業でありますが、６月４日及び５日につきましては、本緑地帯の全体状況の把

握や、樹木の目視主体による外観調査を実施し、６月６日及び７日につきましては、樹木内部欠陥

非破壊診断装置による詳細診断を実施いたしました。この診断方法は、樹木の幹を低い周波数から

高い周波数まで連続的に振動させることで、樹木内部の状態を把握する調査であります。また、調

査には意見交換や見学に４日間で約３０名の方が参加していただきました。

今回の調査時において、林業試験場の担当者からさまざまな意見等をいただいております。本緑

地帯を含め、神楽岡・緑が丘地区の緑地は旭川市の財産だと思うので、大切にすべき。後世までこ

の緑地帯を残すのであれば、更新していくことが重要である。調査の説明を聞きに来られる方が多
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数おり、樹木や緑地に対する市民の意識が高い。本緑地帯の街路樹については、巨木化、老木化が

進んでおり、一部に枯れた状態も見られる。前回の調査は、樹木が住宅地に隣接していることなど

から、安全性をより重視した診断結果であったのではないか。枯れ枝などの支障のある箇所を措置

することにより、その後に、樹木の傾きが見られる場合があり、慎重な検討が必要である。伐採す

る樹木はそのまま廃棄するのではなく、例えば遊具に活用するなど、後世に形として残すことも大

切である。調査結果については、危険性等も十分に考慮し、優先度などをつけた上で、総合的な対

応について提案したいなどの意見等をいただいております。

今後につきましては、林業試験場による再調査結果を踏まえた安全確保や、緑地帯の保存の手法

について検討、検証を行うとともに、改めて再調査の結果、今後の対応方法、さらにその時期など

について住民説明会を開催するなど、丁寧な説明を心がけ、市民の皆様に御理解をいただきながら、

対応し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。よろしくお願いいたします。

○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、次に入っていきます。職員の不祥事について、理事者から報告をお願いいたします。

上下水道部長。

○富岡上下水道部長 水道局職員の不祥事について御報告申し上げます。既に新聞等で報道されて

おりますとおり、５月２８日に水道局の一般職の職員が、児童買春の容疑で逮捕されました。この

不祥事により、市民の皆様の信頼を著しく損なうこととなってしまったことにつきまして、この場

をお借りし、深くおわびを申し上げます。当該職員につきましては、刑事処分の内容等を確認し、

厳正に処分を実施することとしております。なお、水道局といたしましては、今回の逮捕事案を重

く受けとめ、逮捕翌日に管理職以上の職員による会議を開きまして、水道事業管理者から訓示を行

うとともに、５月３０日付で水道局全職員に対し、服務規律の徹底等について通知したところでご

ざいます。今後も職員の綱紀粛正の徹底を図り、職員一丸となって信頼回復に努めてまいります。

○高木委員長 ただいまの理事者の報告について、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

ないようなので、次の３点目、旭川市の雪堆積場についてに入っていきたいと思います。委員の

皆さんから発言ございますでしょうか。

宮本委員。

○宮本委員 久々に私のほうからは、除雪についてちょっとお伺いしたいと思います。担当の部署

の皆さんには、たしか５月２８日には旭川除排雪業者ネットワーク協議会との意見交換会を、６月

７日には、総合除雪連絡協議会での除雪業務の報告会を終えたばかりということで、大変申しわけ

ないんですが、質問したいと思います。

平成３０年度は前年度より２８日遅い初雪となり、平成２４年度の１１月２８日に次いで２番目

に遅い初雪になりました。ことしの１月下旬から２月の上旬にかけて、連日１５センチ以上の降雪

が続き、４日間で６４センチの大雪となり、ある地域では、除雪作業がおくれ、雪に強い快適な生

活環境の実現を目指す西川市長にとっては、快適な冬ではなかったのではないかと思っています。

さて、排雪された雪はどこに運ばれるのか。雪堆積場の状況についてお伺いします。

○時田土木事業所主幹 雪堆積場につきましては、平成２７年度に策定した旭川市雪対策基本計画
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において、大雪時にも対応可能な７５０万立方メートルを確保することとしており、平成３０年度

当初は、５９カ所で７６７万立方メートルの雪堆積場を確保しておりました。その後、雪堆積場の

閉鎖と閉鎖に伴う運搬距離の延伸による排雪費用の増加や作業効率の低下が懸念されたことから、

５カ所を新たに開設し、最終的に６４カ所で７７９万立方メートルの雪堆積場を確保したところで

ございます。令和元年度につきましては、現時点では６３カ所、７５９万立方メートルの雪堆積場

の設置を予定しております。

○宮本委員 それでは、今年度の確保量についてお伺いしたいと思います。平成３０年度は、６４

カ所で７７９万立米の堆積場を確保したとのことです。令和元年度については、現時点では６３カ

所で、７５９万立米の設置を予定したということですが、前年度より２０万立米減った根拠はなん

でしょうか。

○時田土木事業所主幹 令和元年度の確保量につきましては、石狩川の河川工事により石狩川左岸

の河川敷地を使用しております流通団地雪堆積場が使用できなくなる見込みであることから、２０

万立方メートル減少すると想定しているところでございます。

○宮本委員 旭川市の雪対策基本計画における前計画の検証、評価において、平成２５年度まで６

００万立米、平成２６年度は７９０万立米と表記されてるのに、今年度は、７５９万立米しか確保

していないということはなかなか理解がしがたいんです。その理由をお示しください。

○時田土木事業所主幹 現在の旭川市雪対策基本計画を策定する以前は、平成２０年度から平成２

４年度までの実施計画搬入量を６００万立方メートルとしておりましたが、平成２３年度から平成

２５年度において強い寒波の影響により、搬入量の実績が７００万立方メートルを超えたことから、

それ以降の計画搬入量を７５０万立方メートルとしたところでございます。雪対策基本計画におけ

る前計画の検証、評価に記載のある数値につきましては、平成２６年度の計画搬入量を７９０万立

方メートルとするものではなく、計画搬入量の７５０万立方メートルに対して、平成２６年度は７

９０万立方メートルを確保したことを示したものでございます。今年度の雪堆積場につきましては、

基本計画の計画搬入量を上回る７５９万立方メートルの雪堆積場を確保しておりますが、平成２９

年度のように、計画搬入量を超えるような状況となった場合はかさ上げなどの堆積方法の工夫や、

融雪槽の稼働率の向上などを行うことで、さらなる雪処理量の確保に努めてまいります。

○宮本委員 ただいまの答弁の中で、計画の搬入量を超えるような状況となった場合は、かさ上げ

などの堆積方法の工夫等を述べられましたけれども、現状の堆積場の高さというのは幾らになりま

すか。

○鎌田土木部次長 現状の堆積場の高さにつきましては、場所によってもちょっと違うんですけれ

ども、例えば河川敷なんかですと４～５メートルぐらいのはずです。それから民地というか丘地の

中で、調整池もございますけれども、そういったところではおおむね３～４メートル程度という状

況になっております。

○宮本委員 河川敷では、築堤を超えてはならないという話を聞いたことがあります。陸上の堆積

場のことを今言われているのでしょうか。

○鎌田土木部次長 河川敷の堆積場につきましては、当初、築堤までということで、そこまでの高

さがおおむね４～５メートルということでございます。

○宮本委員 ですから、かさ上げする場所というのは、築堤ではできないということで、陸上だけ
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ということなんですか。

○鎌田土木部次長 かさ上げの場所につきましては、河川敷になっておりまして、当初の設定は築

堤までなんですけれども、河川管理者との協議によって、そこからさらに築堤を超えてのかさ上げ

をしているというような状況です。

○宮本委員 はい、わかりました。私は、築堤の高さ以上まで超えてはならないという話をちょっ

と聞いたことがあるものですから、それでちょっとお伺いしました。

それで、ここでいろいろと確保量だとか、先ほど実施計画搬入量なんていう言葉が出ました。こ

れはなかなか市民にとってはちょっとわかりにくいのかなということで、実は旭川の雪対策基本計

画の中で、１３ページにも出ていますが、実績値とかあるいは計画搬入量、確保量というのがござ

います。これは、市民から見れば、計画搬入量があって、次に実績量を決めて、その次に確保量を

決めると、こういう順序でいくんでしょうか。ちょっとこの辺がなかなかわかりづらいものですか

ら、お聞きしたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪対策基本計画におきましては、まず、７５０万立米を確保するという、そう

いった必要な前提の量がございます。その量があって、シーズンの当初に、まずその７５０万立米

を超えるようなところを確保しなきゃならないということで、これだけ確保しましたというような

形の確保量というのがあります。その後、実際そのシーズンでどれだけ入ったかというのが実績量

ということになります。

○宮本委員 はい、わかりました。

それでは、次に平成３０年度の雪堆積場の内訳について、ちょっとお伺いしたいと思います。

○時田土木事業所主幹 平成３０年度の雪堆積場の内訳につきましては、河川敷２８カ所、陸上２

９カ所、民活提案型６カ所、西部融雪槽の合わせて６４カ所となっております。

○宮本委員 以前は、河川敷が非常に多く使用されていたと思うんですよね。ちょっと私は資料を

見ましたら、河川敷が平成２１年度では２６０万立米、それから平成２３年度では３０６万立米、

そして平成２５年度では３１９万立米と、多く使用されておりましたけれども、現状では陸上が多

い。これは、運搬の排雪コストの削減のためですか。市街地の郊外における民活提案型に拡大を進

めている結果と理解してよろしいでしょうか。

○時田土木事業所主幹 平成８年度ごろまでは、河川敷の雪堆積場の箇所数が陸上の箇所数を上回

っておりましたが、現在では河川敷のほうが少ない状況となっております。こうした状況は、河川

敷の使用を減らし、民活提案型の拡大を意図したものではございませんが、雪堆積場の確保に向け

て、市所有の遊休地や調整池などの利用を進めたことや、平成１５年度に民活提案型雪堆積場制度

を導入したことによるものでございます。

○宮本委員 私が住んでいるのは豊岡なんですけれども、ちょうど近くの豊岡７条１１丁目に調整

池がございまして、ここの目的は、雪を堆積するための調整池でしたか。市民の方はそういうふう

に思っているんですけど、それでよろしいですか。

○鎌田土木部次長 調整池の本来の目的といたしましては、洪水の調整のための池でございまして、

冬期間はそれを活用させていただいているというようなところでございます。

○宮本委員 そこがなかなか市民の方には理解がしづらくて、あそこは雪堆積場ですねというふう

によく言われるんですね。私、ずっとここに住んでいますから、造成したときには、これは調整池
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なんだなというふうに理解してますけども、一般の市民から見ると、あそこは雪捨て場と、こうい

うところが市内にはたしか１２カ所ぐらいあるというふうにお聞きしてますけども、この雪の解け

た後の調整池というのは、うまく利用されていますか。

○鎌田土木部次長 夏場の調整池の利用といいますか、目的が洪水の調整ということなものですか

ら、そこを特別、夏場に何かに利用するというようなことはございません。

○宮本委員 ところが、目的というのはあるんですね。目的は、使用するのではなくて、何かがあ

ったときに、目的を達成できると、こういうことになりますよね。

○鎌田土木部次長 調整池の目的といたしましては、大雨等が降ったときに、そこの流域に降る雨

が一気に流れないように、一時的にためておくといういわゆる調整池、そういったものが目的にな

るというふうに思います。

○宮本委員 その辺を少し市民の人に詳しく説明をしていただきたいと思います。

次に、堆積場の位置は市内にどのように分散しているのかお伺いしたいと思います。

○時田土木事業所主幹 平成３０年度の雪堆積場の配置につきましては、石狩川、牛朱別川、忠別

川で分けられたエリアごとに集計しますと、中央、豊岡、東旭川、東光地区に２１カ所、神居、神

楽、緑が丘、西神楽地区に１８カ所、北星、春光、春光台、末広、東鷹栖地区に１４カ所、新旭川、

永山地区に１１カ所となっております。

○宮本委員 降雪量というのは地域ごとで異なると思いますが、堆積場の確保量は、市内全体の必

要量で設定しているのか。また、エリアごとの集計は当然、確保できるバランスのとれた位置づけ

なのか、他の位置づけなのか。それともう一つ、他のエリアに運搬、排雪されることはないのか、

この３点お聞きしたいと思います。

○時田土木事業所主幹 平成３０年度の雪堆積場の堆積量につきましては、市内全体で７７９万立

方メートルを確保したところでありますが、一部の地域では、近郊の雪堆積場が不足し、一時的に

遠方に運搬せざるを得ない状況でございました。こうした状況は、作業の効率性にも関係すること

から、地区の排雪量は、地区内で処理できるようバランスのとれた雪堆積量の確保に努めてまいり

たいと考えております。

○宮本委員 それで次に、雪堆積場の所有者について、官民別の箇所数をお伺いしたいと思います。

○時田土木事業所主幹 雪堆積場として使用する土地の所有者につきましては、平成３０年度に開

設した６４カ所のうち、国有地が３０カ所、市有地が２６カ所、民有地が８カ所となっております。

○宮本委員 それでは、担当部署として使用管理する面では、国有地、市有地、民有地のどこが一

番使用しやすいでしょうか。今後は、その使用管理しやすい箇所を拡大するということになります

か。

○時田土木事業所主幹 雪堆積場の新規開設に当たりましては、運搬経路における住宅や道路環境

との調整、河川敷地にある公園を利用した場合の復旧にかかわる費用、地域住民の理解など難しい

課題もありますが、国有地である河川敷の雪堆積場は住宅が近接していないため、住民との調整を

とりやすいことや、騒音対策を講じやすいこと。まとまった面積を無償で確保することなど、比較

的使用管理しやすい雪堆積場であると考えております。今後も利用が見込める河川敷については、

河川管理者と協議を進めるとともに、市有地や民間遊休地なども効果的に活用できるよう調査を進

めてまいりたいと考えております。
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○宮本委員 それでは、民有地を借りている堆積場の借地料というのがどのぐらいになっているか

お聞きしたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪堆積場の借地料につきましては、民活提案型雪堆積場の借地料が６カ所で４

２７万８千３９０円。流通団地１条５丁目の中央橋通り雪堆積場の借地料が７００万円となってお

りまして、そのほか、国有地ではございますが、神居町忠和の近文大橋横雪堆積場の借地料が１９

万５千２５２円となっております。

○宮本委員 これは、国有地のほうがやはり安いということですね。

○鎌田土木部次長 借地料の算定方法等は、一律の基準がありますものですから、そこの場所の評

価額であったりですとか、またその使用面積、これによって金額が変わります。

○宮本委員 そこの土地の評価が高いと借地料も高くなると、こういうことですね。

次に、堆積場の確保に当たっては、排雪運搬費のコスト削減と土地を確保するための経費とどち

らに重点を置いて考えているのか。多少の経費がかかっても、運搬効率と運搬費用の削減が重要と

考えているのか、お伺いしたいと思います。

○鎌田土木部次長 排雪ダンプの確保が難しい中、効率的かつ効果的に排雪作業を行うためには、

市街地近郊の雪堆積場の確保が重要であると認識しております。今後も運搬排雪費用の削減額と借

地料とのバランスを考えながら、より効果的な雪堆積場の確保に向けた検討が必要であると考えて

おります。

○宮本委員 答弁をお聞きしましたが、実は、旭川市の雪対策基本計画、これは平成２７年度から

平成３６年度ということで、大雪でも対応可能な雪処理施設の確保や、排雪作業の効率化による費

用の縮減を推進しますと、こういうふうに表記されているんですよ。ページ数はたしか６２ページ

だと思います。そして、バランスを考えながら、より効果的な雪堆積場の配置に向けた検討が必要

であると書いてあります。これ、答弁によると、同じことを今、おっしゃっていますけども、今の

答弁を聞きますと、今まで推進しなかったということになりませんか。同じことを書いてきてるん

ですよ。

○鎌田土木部次長 この雪対策基本計画は、平成２７年から平成３６年度を目標として設定したも

のでございまして、その当時から雪堆積場の確保というのがとても重要であるというようなことは

認識していたというところで、近年においてもそういった傾向はやっぱり変わらないということで

ございまして、そうした中で、この除排雪作業をいかに効率的にやっていくかっていうことを、こ

の５年間の中では具体的なものがなかなか見出すことができなかったというところの裏返しではあ

るのかと思いますけれども、そういったことも含めて、今年度は中間年ということにもなりますの

で、今の雪対策基本計画の検証といったものも進めていかなきゃならないというふうに考えており

ます。

○宮本委員 そこはちょっと、私は、検討、検討ということで行くもんですから、搬入量があって、

それから実績値があって、確保量があって、これだけの数字で示しているんだから、本来であれば、

検討ということじゃなくて、数字は示したんだよってこれでいいかと思うんですけど、どうですか。

○鎌田土木部次長 雪対策基本計画における必要可能量といいますか、目標値が７５０万立米とい

うことですので、今の総量としては７５０万立米は確保している状況ではございます。ただ一方で、

やはりその地区によっては、多いところとかもありますので、今の除排雪をめぐるその環境がなか
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なか厳しくなってきている中で、いかに効率的に作業を進めていくのかというところについては、

やはりできれば近郊にあったほうがいいというのは、当然のことなんですけども、そこにはいろん

な、なかなか難しい課題もあるところがございますけれども、そういったことも含めて、今、検討

は引き続き継続していきたいというふうに思っています。

○宮本委員 なかなか難しい問題というのはよくわかりませんが、先ほども申し上げましたけれど

も、確保量も決まってますよと。それから、雪の多いときにはかさ上げもしますよと。これだけの

条件が整っているんだから、もう検討しなくてもいいんじゃないですか。まだ検討することがある

んですか。大雪の対策のためということで、立米数出していますよね。

○鎌田土木部次長 何回も申し上げて申しわけないんですが、総量は確保ができているんですけれ

ども、その中でも、やはり少しでも効率的に作業ができる場所があれば見つけていきたいというふ

うに我々思ってますので、そういった意味では引き続き検討していきたいというふうにお答えしま

した。

○宮本委員 ちょっと理解しがたいんですが、時間の関係で飛ばしまして、実は令和元年度、国の

河川工事で１カ所、堆積場が減少するということであります。また、新聞報道でもありましたよう

に、近文リサイクルプラザの移転によって、今後東旭川地域にある環境センター横の雪堆積場の減

少もあると、年々雪の堆積場の確保が困難になってきたように見受けられますけれども、新たな雪

堆積場の確保についてどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪堆積場の確保につきましては、委員御指摘のとおり、河川敷の整備による使

用面積の減少や市有地の新たな土地利用の計画などにより、大規模な雪堆積場の廃止が見込まれて

おりますので、それらにかわる雪堆積場の確保が大きな課題であるというふうに認識しております。

また、近年は、排雪ダンプトラックの減少により、少ない台数で効率的な作業が可能となる市街地

近郊の雪堆積場の確保が必要となっておりますことから、民間遊休地の活用はもとより、昨年度、

シーズン途中に開設した河川敷のシーズン当初からの使用ですとか、さらなる河川敷地の利用の可

能性について関係機関との協議を進めるなど、新たな雪堆積場の確保について、引き続き考えてい

きたいと思っています。

○宮本委員 また引き続き検討していくということで、検討してください。

それで、環境センターの横の土地利用というのは、これ実は面積、確か１万６千平米あると思う

んですが、いつまで利用できるのでしょうか。お聞きしたいと思います。

○鎌田土木部次長 今の環境部の予定によりますと、令和３年から測量調査をするということのよ

うですから、今年度は間違いなく使えますが、来年度、令和２年度については、その測量時期等ち

ょっと考えながら使えるかどうかといったようなことの協議を進めていきたいというふうに思って

います。

○宮本委員 とにかく地域としては、ちょっと話題になってるものですから、早急に検討していた

だきたいと思います。

ところで、先日ある記事を拝見させていただきました。部長の顔が出ていました。部長は、まち

づくりを支える仕事に誇りを持っていると。そして、市民の皆さんは雪への不安が多いため、丁寧

な情報提供を心がけたい。旭川除排雪業者ネットワーク協議会と意見交換を進め、課題把握と解決

に努めていく考えだとありましたけれども、議会とも質疑することも加えていただいて、もし、こ
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の堆積場の関係で、責任ある立場として何かあれば、答えていただきたいと思います。

○熊谷土木部長 ４月に土木部にまいりまして、昨年来いろんな状況を見たところ、雪対策という

のは、土木部にとってものすごく大きな課題で、何とかしなくちゃいけないなという認識を持った

ものですから、そういった記事にお答えいたしました。

雪堆積場のお話があって、今次長のほうから検討、検討というお話をさせてもらいましたけれど

も、それは河川敷というのは常に利用促進が進んでいたり、市有地等の土地利用も進んでいる中で、

やはり常に確保する中では、新たな場所を探していくというのは、一つバランスを考えて検討する

ということなので、検討するというふうにお話ししたと思います。雪堆積場の話ですけども、全体

的にいろんな課題があった中の一つが、雪堆積場だと思っていまして、それは除排雪の効率化とい

うんですかね、作業効率を上げるためには、きちんとした最寄りの雪堆積場があれば、きちんとし

た除雪業務にもつながっていくというふうに思っていますので、排雪場というのは非常に重要だと

思っています。

今、冒頭申し上げましたけれども、大きな課題でございますので、河川管理者も、ある程度、昨

年の雪の状況も十分把握していただいておりますから、河川敷地が一番利用しやすい雪堆積場であ

るのは間違いありませんので、河川管理者とはさらに、そこはきちんと協議してまいりたいと思っ

てますし、あわせて、先ほどお話ありましたけれども、除雪報告会等がありまして、今後、地域の

方々とも除雪、排雪について話し合っていこうと思っていますので、そういった面では何が課題で

どうすれば解決できて、どのような形ができるかというのは、今後しっかり考慮してまいりたいと

思っていますし、その一つが排雪場だと思っています。

○宮本委員 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

○高木委員長 ほかに委員の皆さんから旭川市の雪堆積場について発言がございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

以上で建設公営企業常任委員会を散会いたします。

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

散会 午前１１時５５分


