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開会 午後１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。

まず、建設、上下水道事業及び病院事業に関する事項について、１点目の使用料・手数料の見直

し案に対する市民参加手続についてを議題としたいと思います。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 使用料・手数料の見直し案に対する市民参加手続につきましては、総務常任委員

会所管の案件ではございますが、個別の使用料・手数料の所管部局として関連がございますので、

御報告をさせていただきます。建設公営企業常任委員会が所管する使用料・手数料につきましては、

建築部、土木部、市立旭川病院が関連する部局になりますが、本日は全体概要になりますので、関

連部局を代表いたしまして建築部からの御報告とさせていただきます。

資料にございます使用料・手数料の見直し案に対する市民参加手続についてをごらんください。

Ａ４サイズの３枚ものになってございます。まず１枚目でございますけれども、使用料・手数料の

見直し案につきましては、４月２４日から６月１４日までの期間で意見提出手続を実施するととも

に、市民説明会などを開催し、合計１６６件の御意見をいただいたところでございます。内容につ

きましては、まず、（１）の意見提出手続におきまして、５個人、１団体から８件の意見提出があ

り、意見と本市の考え方は、別紙としてこの資料の２枚目、３枚目に添付してございます。主な内

容といたしましては、別紙の２ページ目、ナンバー４で、富沢テニスコートについて現状のままで

の有償化に問題があるという御意見が１件、また、見直し案に対する直接的な内容ではございませ

んが、同じ２ページ目のナンバー３、ナンバー５、３ページ目のナンバー６で、施設の運用や設備

改善などを求める意見が合わせて３件ございました。

資料の１枚目に戻っていただきまして、次に（２）の市民説明会などについてでございます。市

民説明会などは、全体説明会や個別説明会、利用者・関係団体への説明会、附属機関等などに合計

で８４回開催し、９００名の方に参加をいただき、１５８件の御意見をいただいております。主な

ものといたしましては、料金の値上がりについて、自分たちの活動に使っているので賛成、負担は

大きくなるが仕方ないなどの容認、または受け入れる旨の意見が２１件、団体の活動に支障がある、

負担がふえるなどの否定的な意見は１０件でありました。また、施設の運用や設備改善などを求め

る意見が３８件ほどございました。

以上のように、意見提出手続におきましては、個別の施設の有料化に対して問題があるという意

見が１件、また、市民説明会などにおいては否定的な意見よりも容認、または受け入れる旨の意見

のほうが多いという、そういった結果を踏まえ、見直し案につきましては、おおむね市民の理解を

得られていると捉えているところであり、現時点では、使用料・手数料の見直し案の修正は行わな

いこととしたいと考えてございます。

現在は、それぞれの附属機関等におきまして、所管の使用料・手数料について、調査、審議等を

行っているところでございまして、８月にはこれらを踏まえまして、料金改定の最終案を取りまと

め、５月の本委員会で報告いたしましたとおり、９月の定例市議会に関連する議案を提出する予定
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となってございます。

○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）

ないようなので、次の２点目に入っていきたいと思います。空家等対策に係る経過報告について、

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 空家等対策について２点ほど御報告がございます。まずは、６月１７日に開催さ

れました本委員会において御報告申し上げた６条通１７丁目の特定空家等にかかわる緊急安全措置

の実施経過についてでございます。資料をごらんください。本件につきましては、建物上屋部分の

解体に関する緊急安全措置業務委託を６月２４日付でエーケイ技工株式会社と税込み４８万６千円

で契約締結し、７月１日より、ガス管の切断や仮囲いの設置などの事前作業を行い、７月３日に解

体作業に着手、当日中に上屋部分の解体及び解体材のシートなどによる養生までの作業を終えてお

ります。現在の状況につきましては、写真にもございますように、安全ロープによる立入禁止措置

を行っておりますが、今後も定期的に解体材の保管状況等を確認しながら、周辺を通行される方々

に危害が及ばないよう安全管理を徹底するとともに、引き続き、土地所有者の方と解体材の搬出に

係る御協力について協議してまいりたいと考えております。

なお、緊急安全措置の実施に先立ちまして、６月３日から６月１７日までの期間で実施公告を行

いましたが、新たな所有者等はあらわれず、現時点では緊急安全措置に要した費用を請求すべき者

はございません。また、当該空き家内部の遺留物の中に、金融資産等が残されていなかったことか

ら、財産管理人の選任申し出については予定はございません。

続きまして、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かかわる経過について御報告をさせていただきます。本件は、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につきまして、本年４月４日に実

施した差し押さえ不動産の公売で全額回収には至らなかったため、残りの差し押さえ不動産の公売

を改めて実施する旨、５月１７日に開催した本委員会にて御報告申し上げたところでございます。

再度公売するものにつきましては、７月３１日に実施するものとし、既に６月２４日に公売の公告

を行っており、配付した資料にもございますとおり、今回実施する公売の見積価額は３８８万８千

円となってございます。行政代執行に要した費用のうち、回収不足金額につきましては、５月１７

日の本委員会で御報告申し上げました約２２０万円、これに対しまして、さらに延滞金が加算され

るほか、今回の公売に際し、実施した不動産鑑定評価手数料ですとか、あとは広告手数料等が加算

されまして、公売の実施時点では約２５６万円となりますが、今回の公売にて落札者がいた場合は、

行政代執行に要した費用の全額が回収できる見込みとなってございます。

なお、改修費用を差し引いた残額につきましては、国税徴収法の規定に基づき所有者に配当され

ます。報告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、次の事項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。
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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きまして御報告申し上げます。本日、資料をお

配りしております。

本市の除排雪事業を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、とりわけ、昨年度は１月末から２

月上旬にかけての連続しての大雪などの影響もあり、一部地区では、除排雪体制がたびたび機能せ

ず、多くの市民の生活に支障を来すなど、全市的に大きな課題が残るシーズンでございました。そ

こで、将来的に安定した除排雪体制を確保していくためには、除排雪体制のあり方や作業手法の見

直しなどを早急に検討する必要があると考え、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除雪連絡協議会臨時会を例年の１

１月開催の協議会とは別に、７月のこの時期に開催することといたしました。昨日までに、市内９

地区中４地区で開催しております。この臨時会には、市民委員会会長や町内会会長などで構成する

地区除雪連絡協議会の皆様のほか、地域まちづくり推進協議会の委員の皆様、さらに、民生委員児

童委員連絡協議会の会長などが参加いたしました。

これまでに終了した各地区の参加者数でございますが、７月１６日火曜日に春光・春光台・鷹の

巣地区で５８名、７月１８日木曜日に永山地区で６１名、７月２２日月曜日に神居地区で５５名、

そして昨日になりますが、７月２３日火曜日に東光地区で８２名、以上４回の開催で２５６名の方

に御出席をいただきました。

この臨時会では、資料の４の議題にもございますが、まず、本市のほうから（１）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（２）住宅前道路除雪事業について、対象世帯

の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、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、（３）旭川市雪対策基本計画についてでは、計画の中間年に当たりま

すことから、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。具体的

に申し上げますと、冬期間の安心な市民生活と経済活動を支える除排雪に関する主な意見といたし

ましては、交差点の見通しを確保してほしい。暖気対策、これはザクザク路面対策でございますが、

これを優先してほしい。生活道路の除雪幅員を広げてほしいなどの御意見。次に、管理体制に関す

る主な意見としましては、除排雪の方法など除雪業者への指導をしてほしい、これはセンター職員

の対応、指導も含まれております。また、地域によって除排雪の状況に差があり、市の除雪方法や

水準どおり実施してほしい。さらに、住宅前道路除雪事業に関する主な意見としましては、合理的

な考え方、多くて手が回らないようなら現対象世帯の削減などを検討してもよいのではないかとい

った御意見、対象世帯がわかれば地域で協力できるのではないかといった御意見、現対象世帯の実

態を調査する必要があるのではないかといった御意見もございました。また、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

雪機械の貸し出し方法を見直してほしい。または、地域の雪押し場の確保に協力してほしいなど、

いずれも地域での協力関係の構築に寄与する、そういった御意見がございました。その他の主な意
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見としましては、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

かなど、さまざまな御意見をいただきました。

今後の予定につきましては、あす２５日木曜日に北星・江丹別地区、２６日金曜日に豊岡・東旭

川地区、来週２９日月曜日に末広・東鷹栖地区、３０日火曜日に中央・新旭川地区、そして、３１

日水曜日に神楽・緑が丘・西神楽地区で開催する予定でございます。今後、全地区の協議会終了後、

いただいた御意見や協議会で案内したアンケート調査の結果を集約し、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、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。

上村委員。

○上村委員 私のほうから、ただいま報告をいただきました除雪連絡協議会臨時会の開催について

に関連いたしまして、改めて、雪対策基本計画の進捗状況というものが今現在どうなのかというこ

とを、市としてのこれまでの成果認識や、あるいは課題認識もあわせて伺っていきたいというふう

に思います。約１５～６問ほどございますので、若干のお時間、お付き合いをいただきたいと思い

ます。

まず、連日の開催ということで、お疲れさまです。会場では本当に多くの意見が寄せられている

んだろうというふうに思うわけですが、見直しということで、この臨時会を始められているわけで

ありますが、いま一つこの見直しというものをどのように具体的に位置づけて行っていくのかとい

うところが見えてこない部分がありまして、この基本計画の見直しというものを、今後どういうふ

うにスケジュール的に位置づけてやっていくのかというところをお聞かせいただきたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪対策基本計画は、平成２７年４月に策定しており、本年度は評価、検証を行

う中間年に位置づけられております。そのため、現在実施しております地区除雪連絡協議会の臨時

会や、８月以降に予定している協議会会員への市民アンケート調査などで市民の意見を聴取すると

ともに、庁内関係部署で組織する旭川市雪対策推進庁内連絡会議において、計画の進捗状況を精査

して、随時必要な追加修正を行ってまいります。その後、令和７年度の基本計画の改定に向けて、

附属機関での検討など必要な作業を進めていく予定でございます。

○上村委員 ということでいきますと、中間年の見直しということなものですから、何かしら大幅

な見直しが中間年、ことしの令和元年度終了時点ぐらいに、あるいはその先にあり得るのかという

イメージを持っておりましたが、令和７年度の改定に向けて作業を進めていくという話だったもの

ですから、そういった何か大きな変更があるわけじゃないんだなということを今確認をいたしまし

た。ただ、一方、これまでの答弁の中でも、随時必要な取り組みについてはスピーディーにやって

いきたいというお話がありましたので、逆の言い方をすると、常に見直していくということも含め

て作業されているのかなと解釈をして、今の答弁は理解をしたいというふうに思うのですが、こう

して、今始めた地区除雪連絡協議会の臨時会であります。一方で、市としては、これまでの４年間

の計画期間、この基本計画に基づいてどういった考え方を持って、今、この臨時会に向かっている

のか、そこについて続けてお聞きしたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪対策基本計画の見直しに当たりましては、現在、開催しております地区除雪
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連絡協議会臨時会での御意見や市民アンケート調査などにより、要望の高いものから実施していく

ということを基本に考えておりますが、これまでに寄せられている御意見や御要望、あるいは昨シ

ーズンの道路状況を踏まえますと、バス路線などの幹線道路の除排雪や交差点の見通し確保、こう

いったことが最重要課題であるというふうに認識しております。限られた財源の中、全ての要望に

応えることは難しいかもしれませんが、可能なものは、今シーズンからでも取り組んでまいりたい

と考えております。

○上村委員 この基本計画の見直しという表現をあえてこちらもさせていただきますけれども、先

ほどお話もありましたとおり、除排雪の環境というのは、近年、非常に厳しい状況があって、費用

は増額していくけれども、なかなか市民の満足度が上がらないという状況があるわけです。そうし

た中で、可能なものは今シーズンからでもということで先ほど来のとおり、スピーディーに対応し

ていくんだという姿勢を改めて強調していただいているわけですが、私からはまず１点、アクショ

ンプログラムについて、もう少し具体的に取り上げたいと思います。これは、基本計画の実行計画

として策定をして、より具体的に除排雪の取り組みを進めているというものでありますが、なかな

か、これが目に入ってこないというか、表に出てこないのではないかなという認識を私自身は持っ

ているところです。

そこで改めて、平成２７年の１２月末に策定をされましたこの雪対策基本計画のアクションプロ

グラムについての現在までの実施状況と、皆さんの中での成果の認識について伺いたいと思います。

○鎌田土木部次長 雪対策基本計画アクションプログラムは、基本計画策定後の平成２７年１２月

に、基本計画に対する実行計画として策定しております。アクションプログラムの実施に当たりま

しては、毎年、書面により開催しております雪対策推進庁内連絡会議を通じて、基本計画の推進、

評価、検証、必要に応じた見直しを行うこととしております。基本計画策定後の成果認識につきま

しては、除雪支援制度の充実や、地域の雪押し場の拡充のほか、安心、安全な通学路の確保に向け

た３学期の始業式前の学校周辺の排雪と歩道除雪の全路線の一斉除雪の実施などが挙げられると考

えております。

○上村委員 雪対策基本計画のほかに、アクションプログラムというものがもう一つあって、その

取り組みを同時に行っているということの中での成果の認識について一端をお示しいただきました。

いろいろとちょっと気になるところはあるのですが、まず一つは、書面で庁内連絡会議を行ってい

るという答弁でした。土木事業所のみならず、他部局でもこの雪対策基本計画についての職務分掌

があるんじゃないかということだと思うのですが、そういったものを書面で進捗状況を確認してい

るというところについて、私としてはちょっと一抹の疑問を感じたものです。確かに、全てが全て

相対して会議をする必要があるのかというところはありますが、少なくとも、この中間年に当たる

ところではどうだったのかなと、必ずしも事務的に書面での会議で済ませられる問題なのかなとい

うところも感じますし、もっと言うと、これだけ除排雪の問題は全市的な課題でもありますし、例

えば、除雪作業後の間口の処理の問題であるとか、いろいろと課題を大きく抱えながら担っている

部局も交えているという状況もあります。こうした中で、庁内関係機関連携のもと、しっかりと多

方面の課題認識、あるいは視点を持ってこの除排雪の問題に対峙していくということも必要ではな

いかということを改めて思ったところです。この点については、最後、総括的にお尋ねする中で、

もし御所見がありましたら触れていただきたいなというふうに思います。
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このアクションプログラムなのですが、私の中で課題をたくさん持っているということを今述べ

ました。具体的に３点ほどお聞きしたいと思うんですが、まずは、そもそもこのアクションプログ

ラムが策定されてから４年目になってきているわけです。数値目標も一部持っているわけですが、

必ずしも到達どころか、むしろ後退しているというふうに見受けられる課題も散見されます。実際

に、このアクションプログラムがどのように実施されているのか。その中での課題認識がたくさん

あるんじゃないかと思いますが、その点についての認識を続けて伺いたいと思います。

○鎌田土木部次長 アクションプログラムで数値目標を設定しているものの中には、除雪企業数や

オペレーターの年齢４０歳未満の割合など、目標に届いていないものや、ロータリー除雪車の全地

区への貸与のように、目標からは２年おくれて達成した項目もございます。とりわけ、企業数やオ

ペレーターの年齢構成については、近年の除排雪事業を取り巻く環境が一段と厳しさを増している

こと、こういったことが大きく影響していると認識しております。こうしたことから、今年度から

導入しましたオペレーターの担い手不足解消に向けた大型特殊自動車運転免許取得費用の助成制度

を継続するとともに、除雪企業が参加しやすい環境をつくるために企業体結成の制限や再委託の条

件など、契約のあり方についても検討する必要があると考えております。また、雪堆積場の計画搬

入量や雪押し場としての公園利用など、数値目標を達成している項目につきましても、新たな土地

利用計画などにより状況が変化する場合もございますので、そういった情報を注視しながら、計画

を進めていく必要があると考えております。

○上村委員 このアクションプログラムで掲げている数値目標で、内容によっては、ちょっとこれ

はもはや無理じゃないかというふうに思われる部分もあったり、あるいは、先ほど書面で評価、検

証しているというふうにお答えをいただきましたそれぞれの評価、それも必ずしもアクションプロ

グラムにある数値目標が入っていないとか、うまくリンクしながら評価、検証ができていないのか

なとすら疑われる内容も含まれているというふうに私は受けとめました。このあたり、また改めて、

アクションプログラムの進捗状況、あるいは成果の捉え方ということについては、別の機会にもう

少し深掘りして議論したいと思いますが、まずは、このアクションプログラムの扱いについて、今、

課題認識を持っているということを改めて述べておきたいと思います。

この具体的な内容について、私のほうから３点だけ、きょう、課題の提起をしてみたいと思って

おります。１つ目は、この雪対策基本計画の中でも、除雪業務評価制度を充実させていくというふ

うに設けていた内容であります。これについては、除雪連絡協議会で開催をした除雪業務報告会の

資料を拝見すると、除雪のそれぞれの地区の評価をされているようであります。その中で、最高が

８６点、そして最低が５７点、平均すると７９点ということで、これは９地区の平均点だと思いま

すが、こうした最高点と最低点の中でも３０点くらいの開きがあるというようなことも含めて、業

務評価というものがなされているようであります。この辺について、私としては、もう少し詳しく

押さえておきたいなと思いましたので、まず、この除雪業務評価制度の実態というものがどういう

内容なのかということを伺いたいと思います。

○鎌田土木部次長 除雪業務に対する評価は、除雪企業みずからが技術力や作業方法などの課題を

認識し、技術力の向上を図ることや、市の担当職員が各地区における地域特性や除雪企業の課題を

把握し、的確な指導監督を行うことを目的として実施しております。評定は、除雪作業延長や排雪

作業量、苦情件数などをもとに採点する量的な評価と、路面の仕上がり、除雪作業のできばえなど
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を採点する質的評価があります。量的評価につきましては、担当職員が作業報告などをもとに採点

して、質的評価につきましては、本市の職員のほか、市民委員会の会長などで構成する除雪連絡協

議会が行う中間評定をもとに評価を行っているところでございます。

○上村委員 とりわけ、この後段の質的評価というものが重要なのではないかというふうに私は思

うのですが、これはただの量だけではなくて、内容がどうか、具体的なその内容の評価ということ

になるんだと思うんです。これについては、中間評価というものを近年新たに追加して、この業務

評価に加えた項目であったというふうに私は承知をしているのですが、実際にどのような形でやっ

ているのかということも含め、しっかりとそうした質的な評価に地域の声というものが反映されて

いるんだろうかという疑問を感じるものですから、この点についての市としての課題認識、現在の

こういった市民参加の状況ということの視点も含めた課題認識を伺っておきたいと思います。

○鎌田土木部次長 中間評定に当たりましては、各地区除雪連絡協議会の会長の９名がマイクロバ

スに乗車して、全地区を視察するといった方法をとっているため、視察当日の特定の路線の除排雪

状況により評価しなければならないことから、シーズンを通した地域住民の意見が評価に反映され

にくいこと、各地区の雪の降り方や道路状況の違いにより、比較、評価が難しいことなどの問題も

あるため、今後、評価方法の見直しに向けた検討を行ってまいりたいと考えております。

○上村委員 この質的評価について、現在の方法では、全体を押しなべて見るというような形のオ

ブザーブ評価と言ったらちょっと例えが違うかもしれませんが、少なくとも各個別の地区を具体的

に評価にさらすというようなイメージではないのかなということが今の答弁でわかりました。とい

うことで、そうした部分でまさに重要である質的評価を、どう適正な評価を付与していくかという

視点で、この充実という観点で掲げていらっしゃる部分、そういった観点をぜひ達成するためにも、

質的評価を高めるという取り組みを期待したいというふうに思います。

あわせてもう一点、この関連で、冒頭に私、どこかから拾ってきた資料で点数を述べたのですが、

最高点が８６点、そして最低点が５７点という引用をいたしました。これは地区によってこれだけ

の評価の差があるということでもあります。我々市民が肌感覚の中で、地域差が多分にあるんじゃ

ないかというふうに思っている部分は、実際見聞きするわけでありますけれども、こうした評価で

実際に差があるということも今、皆さんのほうで押さえている話だと思います。

私のもう一つの問題意識は、こうした除雪業務の評価、これが一定程度、公になるべきではない

かということです。当然、肌感覚ということを先ほど申し上げましたが、さまざまな受けとめをし

ながら市民もこの除排雪のいろんな地区ごとの状況を見ている部分もあります。あるいは、自分の

地区はどうなのかということを見ている状況もあります。こうした評価情報を公開していくという

一つの情報公開という側面、また、それによって、なかなか今厳しい状況でありますが、除雪業務

を請負う企業体のそれぞれの競争意識、そういったものを一定程度喚起していくという視点でも、

こうした業務評価の公開というものも求められるのではないかと思いますが、この点についての必

要性を問いたいと思います。

○鎌田土木部次長 評価情報につきましては、各地区によって雪の降り方や道路状況が異なるなど、

定量的な評価が難しいことから現在公開を控えております。評価制度は、除雪企業の課題認識を促

すことや、技術力の向上を図ることを目的としており、その成果を競い合うものとは考えておりま

せんが、一方で、企業の除雪業務に対する意識の向上につながるものというふうに認識しておりま
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すので、現行評価制度の課題を洗い出し、市民や企業が納得できるような評価制度を確立した上で、

評価情報の公開について検討してまいりたいと考えております。

○上村委員 除雪企業体の表彰制度については、まだ着手はされていないですね。オペレーターに

ついての表彰は、実施してきた経過があったかと思いますが、今お聞きしたような企業体の評価制

度の公開とあわせて、こうした表彰制度につなげていくという意味でのインセンティブになるかど

うかというところがありますが、しっかり頑張っていただいたところには、何らかの評価が公にな

されるような仕組みも今後の除雪制度の体制の維持、あるいは向上という意味では必要ではないか

なということで、今お尋ねをいたしました。

２つ目の私からの問題提起に移ります。それは、ＩＴを活用した除雪作業の可視化、あるいは情

報共有化、さらに言えば業務の改善ということであります。この基本計画では、明記をしている内

容でありますが、なかなか今滞っているのではないかということで幾つかお尋ねしたいと思うんで

す。まずは、平成２９年からデータ放送が中止になっていたと思います。その後、インターネット

で除雪作業のインフォメーションを、市民に情報を公開するということをやられていたと思うんで

すが、そういった内容も本当に限られた情報でしかない。今やってるよとか、きょうは動いてませ

んよとか、そういったレベルにとどまっていたのではないかなという課題認識を持っています。こ

のあたりについてのデータ放送中止の経緯と、これはＮＨＫのデータ放送がなくなりましたという

ことでの経緯と、現在のインターネットでの情報提供に関する課題認識について、まず伺いたいと

思います。

○時田土木事業所主幹 ＮＨＫのデータ放送につきましては、アクセス数の低迷、各放送局のデー

タ放送の割り当ての減、新規コンテンツ開発の東京本部へのシフト、旭川放送局の人員効率化など

により中止となりましたが、その代替として、インターネットによる情報提供を開始したところで

あります。インターネットに公開している情報は、ＮＨＫのデータ放送を活用した際と同様の情報

を提供しておりますが、地区の詳細な除排雪の状況を提供するには至っていないことから、今後、

他都市で実施しておりますＧＰＳを活用した除排雪状況の提供などを参考にしながら、市民への情

報発信に努めてまいりたいと考えております。

○上村委員 このＧＰＳの活用というものは基本計画にも明記があります。過去、議会でのさまざ

まな議論を踏まえ、試験運用をしたという経過があることは御承知のとおりです。それが平成２９

年度ということなのですが、改めて、この２９年度の試行的な導入の概要と、どういった課題認識

を持ったところでとまっているのかということについて伺いたいと思います。

○時田土木事業所主幹 ＧＰＳは、除雪作業の進捗や経路、作業時間などを把握するとともに、作

業内容を自動的に集計するシステムを構築することで、除雪作業の効率化や報告書の作成など、受

託業者の負担軽減を図ることを目的とし、平成２９年度に中央・新旭川地区で試行的に導入してお

り、２０台の除雪車両にスマートフォンなどの携帯端末を搭載し、位置情報の精度、端末の操作性、

拡張性など、システムの性能や運用方法などを調査した経緯がございます。平成２９年度の試行に

おいては、除雪車両が通過した軌跡を表示するには十分なレベルではありましたが、位置精度が高

くないため、除雪車が通過した路線を把握しきれず、除雪済み区間の延長の集計値と実際の作業の

延長に差が出るといったような課題があったことから、精度が向上した端末を活用したさらなる検

証を行う必要があると考えております。
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○上村委員 位置を管理すること、あるいは確認することはできても、そういう作業報告につなが

るようなところまでの効果が得られなかったということで、とまったということだと思います。平

成２９年度の試行実施ということなんですが、現在そこから期間が経過をしています。現在どうい

った検討の状況にあるのか、今後、どのような検討の予定があるのかということについて、続けて

伺いたいと思います。

○時田土木事業所主幹 ＧＰＳシステムの運用は、除排雪作業を円滑に行うことや、市民の除雪作

業に対する理解を深めていただく上で有効であると考えておりますことから、今後の導入におきま

しては、平成２９年度に実施したＧＰＳシステムの試行結果をもとに、ＧＰＳの動作や精度などの

課題を整理しながら、実用化に向けてさらなる検討を行ってまいりたいと考えております。また、

現在想定しているＧＰＳシステムの導入には、システム構築等に４千５００万円、通信費等に毎年

約１千９００万円の費用が必要になると試算していますことから、システム導入に当たっての費用

対効果を検証しながら検討を継続してまいりたいと考えております。

○上村委員 費用対効果については一つの課題があるのかなという気はしますが、相殺される業務

改善という部分の効果も一方であるんじゃないかと。例えば、もし仮に、先ほどの試験的な導入で

はとまってしまった作業報告まで、こうした除雪運行管理システムのようなものでできるとすれば、

そうした業務改善にもつながるという部分での見返り、リターンも得られるのではないかというこ

とも一応強調しておきたいと思います。

それで、いろいろと課題もあるというお話もあったのですが、近年、特にこのＧＰＳを活用した

取り組みというものは、道内の近郊都市でもその導入事例というのが目立つようになってきていま

す。ですから、一定程度、システムというものも汎用的になってきているのではなかろうかと推測

をするわけでありますが、こうした他都市の現在の導入事例についての市としての押さえを続けて

確認したいと思います。

○時田土木事業所主幹 道内では、平成２２年度に北見市で本格導入したの皮切りに、平成２９年

度に千歳市と恵庭市、令和元年度から札幌市と苫小牧市が導入しております。札幌市では、本年度

に１００台規模で運用を開始し、令和３年度には１千台規模で全車導入を目指しており、これによ

り、報告書作成など事務作業の軽減が期待できるとしております。本市としましても、こうした他

都市の事例を参考に、導入に向け検討を進めてまいりたいと考えております。

○上村委員 日進月歩の技術革新の中で、一定程度こうした汎用的な仕組みもできつつあるのかな

と感じるものがあります。当然、各都市でのそれぞれの状況というのは異なる部分もあるでしょう

から、全てが汎用的なシステム活用ということで済むのかどうかという課題はあるにしても、こう

した他都市の取り組みも十分参考にしていただきながら、本市としてもこの取り組みは滞ることな

く速やかに次のステップに進めていただきたいというふうに思いながらも、この中で私が最後に申

し添えておきたいのは、かといって、他都市と同じものをまねて終わりではなくて、除雪の運行状

況を共有化する、可視化するということ、それから作業報告の作成に役立てるということ、これは

当然だと思うのですが、さらに言うと、いわゆる市民からの苦情、あるいは市民からの連絡をそう

いったシステムに乗せていくようなことができないか。あるいは、問題になっている間口処理の箇

所をそういうところに乗せていくことができないか。もっと言うと、そうした状況を市民と業者の

ほうで共有して可視化できるような、そういう仕組みも同じようなシステムの構築の中で、私はぜ
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ひ目指していただきたいし、それも恐らく可能な状況になってきてるんだろうというふうに受けと

めをしております。そうした意味では、スピーディーにかつ他都市と同じというレベルではなくて、

より先進的な取り組みも見据えながら、市としてこの次の展開にぜひ結びつけていただきたいとい

うことを述べておきたいというふうに思います。

次に、課題を指摘しようと思った最後の３つ目になります。それは、地区除雪連絡協議会の活性

化という視点です。今、臨時会ということで連絡協議会を開催していただいているわけであります

が、なかなか近年、連絡協議会への参加状況というものが芳しくないということが見てとれます。

これは、アクションプログラム、先ほど来申し上げているものでいくと、平成２６年の４１％から、

元号が変わりましたけれど、令和元年には６０％に引き上げたいんだという目標値を掲げておりま

したが、むしろ減少の一途ではないかと思うんです。近年の参加状況についてまずはお示しをいた

だきたいと思います。

○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、市の三者で構成し、総会

の開催につきましては、市民委員会の会長と市民委員会の会長が推薦する市民委員会の役員、地域

の町内会長に御案内を差し上げております。過去５年の会員数と参加者数で申しますと、平成２６

年度が１千４８５人中６０４人の参加で、参加率は４０．７％、平成２７年度が１千４８５人中６

００人の参加で４０．４％、平成２８年度が１千４６９人中５８８人の参加で４０％、平成２９年

度が１千４５７人中５５３人の出席で３８％、昨年度の平成３０年度が１千４４４人中５３４人の

参加で３７％の参加率となっておりまして、４０％前後の参加率となっております。

○上村委員 ４０％前後の参加率とおっしゃいましたけれども、目標に掲げた４１％から始まって、

今答弁いただいた内容というのは、単純にマイナスを続けているわけで、去年が３７％ということ

ですから、特に近年、２ポイント落ち、そして１ポイント落ちということで、低下傾向が目覚まし

いということ、目覚ましいという表現がちょっと不適切な表現かもしれませんが、目立つという状

況だというふうに思うんです。この点については、これだけ市民の皆さんのほうでも除排雪に対す

る課題認識、あるいは問題認識というものが顕著になっている近年で、むしろこの地域との連絡協

議会での参加者の数が減っていくというところをちょっと私はなかなか理解しがたい部分もあるの

ですが、ここまで顕著に減少傾向をたどっているということから見ると、一定程度この連絡協議会

の開催のあり方ということについては、開催の手法やその内容、あるいは市民のニーズというもの

を改めて見直すべき必要があるのではないかと思いますが、この点についての見解を伺いたいと思

います。

○鎌田土木部次長 地区除雪連絡協議会総会の参加者は減少傾向にございますが、これは、近年の

除排雪作業に特別な変化が見られないため、本市からの説明内容が形骸化していることや、地域の

個別案件などは、総会終了後に別途受け付けしているため、会議には参加せず、直接除雪センター

や土木事業所に問い合わせる傾向にあることが考えられます。地区除雪連絡協議会は、地域におけ

る除排雪の考え方や作業などについて協議することで、市民の理解と協力を得ながら、効率的で地

域に密着した除排雪を実施することを目標としているため、より多くの方に参加していただけるよ

う、開催内容や開催時期など会議のあり方について、協議会役員の皆様にも意見を伺いながら検討

してまいりたいと思います。

○上村委員 ちょうど臨時会ということで、この７月に、同じ９地区の除雪連絡協議会を開催して
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いただいております。今回は、冒頭御説明がありましたとおり、この中間年である見直しに当たっ

て、幅広く意見を聞きたい、あるいは課題認識を共有したいという思いで開催をされているんだろ

うと思いますが、くしくも参加対象が違う部分もあるのかもしれませんが、比較的たくさん来られ

ているんじゃないかという印象を持っています。場合によっては、いつもやっていないこの時期に

こういう案内が来たときに、何かそういった期待感というか、あるいはそうした特別性というもの

はあるのかもしれませんが、いずれにしても、この協議会の開催についての参加状況ということに

ついては、課題として共有しておきたいと思います。

それで一つ、この７月にこうしてやったということも改めて見させていただいたときに、この協

議会も毎年１１月、シーズンの前に、ことしはどうしますよ、ことしの課題はこうですよというこ

とを共有する場になっているのではないかというふうに私は受けとめているのですが、年に１回と

いうことです。そうではなくて、例えば７月がいいのかどうかということは別として、予算、決算

ではありませんけれども、シーズン前、そしてシーズン後、そういった内容を一定程度のしっかり

とした時間的な余裕を持ちながら、課題認識を共有し、そして改善につなげていくということも、

私は改めて必要ではないかというふうにこのたび思い至りました。ＰＤＣＡではありませんけれど

も、毎年、その安定期であれば毎年の要望を聞くに事足りるのかもしれませんが、いろいろと問題

は山積しておりますので、こうしたものを一定程度、サイクルを回しながら、シーズンの初め、そ

してシーズンが終わった後、こうした開催をしながら、問題の解決に向かっていくという視点も私

は必要ではないかというふうに思うわけですが、この点についての必要性の見解を伺いたいと思い

ます。

○鎌田土木部次長 各地区の除雪連絡協議会は、例年シーズン当初の１１月上旬に開催しておりま

すが、今年度は、除雪体制のあり方ですとか作業方法、企業の現状や課題を市民と行政が共有する

と、その上で市民の意見を聴取して、今後の事業推進の参考とするためにこの時期に開催したとこ

ろでございます。今後も、基本計画の改定に係る意見聴取など、必要に応じて臨時会を開催したい

と考えております。また、今現在やっている臨時会の中でも、なかなか今回のこの時期はいいねと

いうような御御見もありましたので、先ほどの開催内容や開催時期といったものとあわせて、協議

会のほうとも協議しながら考えてまいりたいと思います。

○上村委員 これまで、アクションプログラムの位置づけの問題意識から始め、除雪業務の評価制

度の充実という視点、それからＩＴを活用した可視化、あるいは共有化、そしてさらなる業務の改

善という視点、そして最後に、除雪連絡協議会の参加の推進、かかわりの推進という視点で問題意

識を今までお伝えをさせていただきました。こうした取り組みとあわせて、道路の雪出しのマナー

の問題は依然として変わらずというところもあります。こうしたものも粘り強く啓発していくしか

ないということをこれまでの答弁でも皆さん語っていらっしゃるんですが、ひとつこれが解決に至

るかどうかわかりませんが、私は、これだけ本市の抱えている状況、そして市民協働が必須である

と、不可欠であるという状況からいけば、例えば、他都市では事例、事案もあるんですが、市民協

働で除排雪を推進していくということを定めていくような、そういった条例の制定ということも一

つの考え方として選択肢に入ってくるのではないかという考えもございます。そうした意義や必要

性については、今後の協議の事項にしていきたいというふうに個人的には思っておりますけれども、

今、雪対策基本計画の中間年、見直し年ということにあわせて、大がかりな検証作業を進めていら
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っしゃると思いますので、最後にこの点、部長のほうから、今後の見直しの考え方、あるいは検討

課題として位置づけていく内容について御所見をいただき、この案件についての質疑を終わりたい

と思います。

○熊谷土木部長 本日、ただいまの質疑の中でかなりたくさんの御意見等をいただきました。今、

臨時会４日目で、私も出ておりまして、まず、除排雪業務の課題というんですか、それは誰もが共

有していることかと思いますけれども、少子高齢化だとか公共事業の減少などの社会経済情勢の大

きな変化、これも一つありますし、急激な気象状況の変化、これもあります。さらに、やはり本市

の厳しい財政事情、これも大きな課題でございまして、そういった大変厳しい状況の中で、除排雪

の課題を改善して、解消しなければならないと。そういった状況にあるということを改めて強く実

感し、認識しているところでございますが。そういった中であっても、この除排雪業務については、

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ので、少しでも業務の効率性を高める工

夫だとか、除雪作業の応援体制、その環境整備など、我々は常に検討をし続け、可能であるものは、

少しでも速やかに対応していきたいと、そういった考えでございます。

現在、臨時会を開催し、多くの皆様に御参加いただいております。その中で、除排雪を取り巻く

厳しい環境の説明をまずさせてもらっています。このことで、一定程度、地域の皆様との共有はで

きたかと思いますが、一方では、より適切な除排雪業務、作業を求める強い市民ニーズがあると、

そういったことも改めて認識しております。その中で、先ほども一部お話ししましたので繰り返し

になりますけども、地域からも除排雪業務、例えば住宅前除雪について、対象者がわかれば地域で

も協力できるよだとか、あと小型融雪機があれば地域で共助するようなこともできるよというよう

な話もありました。先ほど上村委員がおっしゃった市民協働のあり方につながるヒントかなと思っ

ております。また一方、本日の質疑等でも、ＧＰＳの導入、これも多機能を担うようなＧＰＳの導

入といった御意見もありましたし、表彰制度も含めた評価情報の公開の検討といったもの、さらに

は、連絡協議会のあり方、これも大勢来たかと思うんですが、実はきのうの臨時会も約４割とか、

５割の参加者、その程度でございますので、我々はこのあり方も検討しなければならないと考えて

おりますし、第２回定例会の質疑でございましたけれども、委託契約などの見直しも当然、必要だ

と思っています。いずれも、作業の効率を上げていく、そういった取り組みでございますので、こ

うした多くの意見等を受けとめて、早期にできることは今シーズンから、さらに、長期的な視点か

ら検討することについてはしっかり検討してまいりたいと思っております。

実は昨日も、１人の委員の方から御意見がありまして、除排雪って土木だけの仕事なのかという

ふうな話がありまして、私がその場でお答えしたのは、４月から私は土木部に来ていますけれども、

これはもう全庁的な課題として捉えておりますよと。だから、この時期にやっているのはそういう

意味でございますと。また、先ほど、庁内連絡会議のあり方もありましたけれども、今まで書面で

したけれども、この臨時会の結果などを踏まえて、全庁的に会議を招集してみんなで共有したいと

思っていますし、実は市長、副市長も、臨時会のことをかなり気にされておりますので、私は９地

区が終われば、市長、副市長にも報告して、また関係部局を交えた場面で、課題だとか、こういっ

た改善方法はないか、そんなことを積極的に行ってまいりたいと思っております。

残り５地区ございます。前半は、各地区によって重点的に求められている項目が違うというのを

実感しました。冒頭、やはり私のイメージと違って、除排雪について、皆さんも市は大変だという
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ことも実は思っていらっしゃるというのも改めて実感しましたし、中には、ちゃんと協力するよと

いったお言葉をいただいておりますので、何とかオール旭川の除排雪体制がよくなるように、しっ

かり今後も検討してまいりたいと思います。

○高木委員長 ほかに、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、４点目の災害時における応急対策業務に関する協定の締結について、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 災害時における応急対策業務に関する協定の締結につきまして御報告申し上

げます。Ａ４縦の資料をごらんください。水道局では、近年多発している大雨災害等に対し、対応

力強化を図るため、先月６月１１日付で一般社団法人旭川建設業協会と災害時における応急対策業

務に関する協定を締結いたしました。

協定の内容といたしましては、大雨災害時等に水道局が実施いたします内水排除活動業務、浸水

被害防止活動業務、路面清掃、消毒活動業務、浄水場における取水改善活動業務のほか、これらの

業務に必要な資機材、人員等の調達などにつきまして、同協会に協力いただくという内容となって

おります。この協定締結により、これまでよりも迅速で広域にわたる対応が可能になるものと考え

ております。

水道局といたしましては、災害時や事故発生時におきましても安定的な水道水の供給、また、下

水処理が実施できるよう、今後も引き続き対策の強化を図ってまいります。以上、御報告申し上げ

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５番目、病院まつりの開催について、理事者から報告をお願いいたします。

病院事務局長。

○浅利市立旭川病院事務局長 病院まつりの開催につきまして、御説明申し上げたいというふうに

思います。資料の配付をさせていただいておりますのでごらんいただきたいと思います。本年、当

院の現場の職員から、病院においてイベントを開催して、市立病院のことをもっとアピールしたい

というような声が上がりましたことを契機といたしまして、本年１０月に、当院を取り巻くさまざ

まな状況などに鑑みまして、初めて開催をしたいというふうに考えているところでございます。

１の開催目的・趣旨でございますが、開催に当たりましては３つの大きな狙いというものを持っ

てございます。１つは、当院には医師、看護師を初めとする専門的かつ高度な知識を持つ人材に加

えまして、手術支援ロボットでありますとか、放射線治療装置に代表されます高度医療機器といっ

た医療資源を多数有しているということから、こうした当院の持っている魅力を多くの市民の皆様

に御理解いただくということを通じまして、患者増というものを狙っていきたいと考えてございま

す。第２に、公立病院といたしまして、人材育成でありますとか、生涯学習といった市の施策の推

進に一定の役割を果たしていきたいというものでございます。そして第３に、もちろん入院患者を

抱えておりますので、そういった入院中の患者様にも楽しんでいただきたいという、この３つの基

本的な考え方を持ちまして、資料にもございますとおり、ことしの１０月６日日曜日に開催を予定
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しているところでございます。

３の実施主体及び実行組織でございますけれども、院内の医師、看護師、コメディカル、技師で

すね、そして我々事務局職員からなりますワーキングを立ち上げておりまして、きょうも実はこの

会合がございますが、それぞれの職場や職員が持つ専門的な知識、あるいは技術というものを生か

した、まさに病院だからこそできるイベントというもの、もっと言うと、病院らしいイベント、こ

ういったものを中心に、現在、企画検討しているところでございます。

イベントの具体例といたしましては、４のイベント内容、現在検討中となってございますが、こ

ちらに記載しておりますけれども、例えば、当院の医師監修のもとで内視鏡の操作でありますとか、

あるいは電気メスでの切開とか、いわゆる体験型のイベントのほかに、テレビドラマでは結構おな

じみなんですけれども、実際には病気にかからないと入ることのできない手術室とか、あるいは放

射線治療室、こういった病院独特のところをめぐる院内ツアーというようなものも計画しておりま

す。これによりまして、例えば、先ほど申し上げました高度医療機器、かなり高額のものになりま

すけども、こういったものも見ていただく機会になればなというふうに思っております。ほかにも

院内の各セクションならではの企画というものを現在検討しておりまして、盛りだくさんのイベン

トにしてまいりたいと考えております。さらには屋外において、健康にこだわった、例えば農場マ

ルシェの展開でありますとか、あるいは救急車両、特に我々は夜間急病センターを持っております

ので、そういった意味では救急車両というものも非常に我々にとって近い存在でもありますので、

救急車両いわゆる救急車の展示など、農政部とか消防本部のお力添えもいただきながらイベントを

実施してまいりたいというふうに考えております。

最後のその他でございますけれども、このイベントの開催に当たりましては、現在の経営状況と

いうものもございますので、極力、費用をかけないで、手づくりのイベントというものにしてまい

りたいというふうに考えております。また、ポスターや市民広報「あさひばし」などによる広報活

動のほかに、より多くの集客を図ること、あるいはわかりやすくイベントをアピールするために、

担当職員がみずから企画したイベントについてＰＲするような、例えばラジオ出演とかテレビ出演

などを通じて、効果的な広報活動を行ってまいりたいというふうに考えております。

今回のイベントにつきましては、費用をかけずに手づくりでということ、さらには、我々は医師、

看護師等々を抱えておりますが、各セクションの職員がイベントに多く参画すること、そして、

我々は医療機関ということで、医療機関、市立病院ならではのイベントにすること、この３つを柱

といたしまして、開催してまいりたいと思っておりますので、当該イベントの開催につきまして、

御理解、御協力を賜りたいと思います。何とぞよろしくお願いしたいと思います。

○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、６点目の所管部局の業務概要の説明についてということで、市政のあらましに基づき

まして、順次、理事者から説明を受けたいと思います。

建築部長。

○太田建築部長 それでは、建築部所管の主な事業の概要につきまして、市政のあらましに基づい

て御説明を申し上げます。それでは、市政のあらましの行政編、３０３ページをごらんください。

大きい１の建築行政についての御説明でございます。まず、市の建築確認申請等についてでござ
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います。こちらにつきましては、建築基準法に基づきます確認申請等により、建築物に関する指導

等を行うほか、防災指導ですとか、違反建築物の是正指導等を行ってございます。平成３０年度の

実績を申し上げますと、確認申請、許可申請を合わせて１千３９４件の申請を取り扱ってございま

す。

次に、２の高齢化対応住宅普及促進事業につきましては、住宅等のバリアフリー化に要する費用

の一部を補助するやさしさ住宅補助制度といったものを実施してございます。平成３０年度の補助

金交付件数は６１件となってございます。また、そのほかにも高齢者の住宅改修にかかわるセミナ

ーなども開催しているところでございます。

次に、３の高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助事業についてでございますが、高齢者向け優良賃貸

住宅の契約家賃と入居者負担額の差額を補助するといったものでございまして、管理開始から１０

年間を限度としております。平成３０年度は、対象物件が２棟で５６戸に補助しているところでご

ざいます。

続きまして、１ページめくっていただきまして、３０４ページ、４の建築物安全推進事業につい

てでございます。こちらは、不特定多数の方が利用する民間建築物に対し、アスベストの分析調査

や除去等に要する費用の一部を補助するものでございまして、平成３０年度の補助金交付件数は、

分析調査のみ１件となってございます。

次に、５の建築物耐震改修促進事業についてでございます。こちらは、昭和５６年以前の旧耐震

基準で建築された住宅に対し、耐震診断及び耐震改修に要する費用の一部を補助するものでござい

ます。平成３０年度については、補助実績はございませんでした。

次に、６のけんちく出前講座についてでございますが、市民等が主催する集会に職員が講師とし

て出向き、建築のルールですとか手続など、法律の基礎知識について説明するものでございます。

また、業者向けの講習会にも職員等を派遣してございまして、平成３０年度については３件の実績

がございます。

次に、７の住宅改修促進事業につきましては、住宅の省エネルギー化や長寿命化に要する改修費

用の一部を補助するもので、平成３０年度の補助金交付件数は３８７件となってございます。

次に、８の空き家等総合対策事業につきましては、不良空き家住宅の除却に要する費用の一部を

補助するほか、危険が差し迫った空き家などの緊急安全措置の実施ですとか、所有者不在空き家の

相続財産管理人の選任申し立てなどを行ってございます。平成３０年度の実績につきましては、不

良空き家住宅除却費補助金交付件数が３件、緊急安全措置件数がゼロ件、相続財産管理人選任の申

し立てが２件となってございます。

次に３０５ページ、９の住宅雪対策事業についてでございます。これは、融雪施設の設置ですと

か、無落雪屋根への改修等の雪対策に要する費用の一部を補助するものでございまして、平成３０

年度の補助金交付件数は２０５件となってございます。

次に、１０の屋外広告物対策事業につきましては、屋外広告物の設置許可や屋外広告業の登録の

ほか、違反広告物の除却や屋外広告物の実態調査等を行うものでございまして、平成３０年度の実

績といたしまして、許可申請取扱件数が６０７件、登録申請件数が３１件となってございます。

次に、１１のアスベスト含有煙突改修事業につきましては、学校教育施設及び水道局の施設を除

く市有施設において、アスベスト含有煙突の改修を計画的に推進するため、今年度から建築部で一
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本化し実施するもので、今年度は、断熱材の劣化が認められる６施設７本の煙突改修工事を実施す

るものでございます。

次に、２の公営住宅についての御説明でございます。まず、１の公営住宅の現況につきまして、

平成３０年度末現在で、市営住宅の管理戸数は４千８９３戸となってございまして、ここ数年大き

な増減はございません。

次に、１ページめくっていただきまして３０６ページ、（３）の応募状況になりますけれども、

平成２９年度から入居者募集方式を従来の団地ごとに年１回募集いたします一斉募集方式から、空

き住戸ごとに年４回募集する定期募集方式に変更したものでございます。募集倍率につきましては、

一斉募集時につきましては４から５倍程度だったものが、定期募集に変更した最初のときは９倍に

までなってございましたけれども、その後はまた４から６倍程度と安定してきております。ただ、

退去者数ですとか、人気団地か否かといったことに左右されるため、それぞれの募集期間で若干ば

らつきが生じているといった状況になってございます。

最後に、２の市営住宅整備事業につきましては、市営住宅の建てかえなどを行うもので、平成３

０年度は、第２豊岡団地の新１号棟２期工事を着工してございまして、今年度の完成を予定してご

ざいます。また、今年度から新たに、新２号棟１期工事にも着手してございまして、こちらは来年

度完成を予定しているところでございます。以上、建築部所管の事業の概要を御説明申し上げまし

た。よろしくお願いいたします。

○高木委員長 土木部長。

○熊谷土木部長 市政のあらましに基づきまして、土木部が所管する主な事業の概要について御説

明申し上げます。行政編の３０７ページから土木部所管の事業を掲載しておりますが、内容が多岐

にわたりますことから、施設の現況や整備関連を中心に説明させていただきます。

初めに、３の公園緑化についてでございますが、まず、市の公園の現況につきましては、街区公

園など７区分合わせて４３７カ所、面積は８０８万７千６６０平方メートルとなっております。

次に、２の都市公園等の整備につきましては、令和元年度は、街区公園３カ所と、既存の公園２

０カ所の改築、更新などで３億７千３５７万５千円の予算を計上しております。

続きまして、３０８ページの４の運動公園整備事業につきましては、令和元年度は、東光スポー

ツ公園の園路広場整備、武道館整備などで平成３０年度補正分として１０億７千８３０万円、令和

元年度通常分として、３億４千３００万円、令和元年度補正分として３億円の予算を計上しており

ます。

次に、５の緑化推進事業につきましては、令和元年度は、市民協力による花壇づくりを初め、市

民の緑化活動の支援をさせていただく事業などで２千１０４万３千円の予算を計上しております。

続きまして、少し飛びまして３１０ページ、１０の花咲スポーツ公園改修事業につきましては、

令和元年度は硬式野球場改修のため、６千４００万円の予算を計上しております。

続きまして、３１２ページをごらんください。５の道路橋りょう整備についてでございますが、

まず、１の道路橋りょうの現況につきましては、本年４月１日現在で、道路につきましては、実延

長、２千１４１．１キロメートル、舗装率は８５．８％となっております。また、橋梁につきまし

ては、箇所数は、永久橋は５９９橋、木橋が１橋となっており、総延長は１１．４キロメートルで

ございます。
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次に、２の道路舗装・橋りょうの整備につきましては、令和元年度は、車道の改良が１３．３キ

ロメートル、車道の舗装が２３．１キロメートルなどの整備で、４２億９千３６０万円の予算を計

上しております。

続きまして、３１３ページの４の都市計画道路整備につきましては、本市では、６２本の幹線道

路と６本の歩行者専用道路を都市計画決定し、計画的に整備を進めているところでございます。現

況といたしましては、街路総延長２４９．７５キロメートルのうち、市道の延長は１１７．７０キ

ロメートルでございます。そのうち、舗装済みは７５．４３キロメートルで６４．０９％となって

おり、未改良は２０．１７キロメートルの１７．１４％でございます。令和元年度は、当初予算で

５億８千万円を計上しております。

次に、５の除雪につきましては、除雪路線や出動基準など、詳細につきましては３１３ページか

ら３１６ページにかけて記載しておりますが、平成３０年度の実施状況といたしましては、３１５

ページ下段から３１６ページの上段の（７）、（８）にございますとおり、車道除雪延長は２千１

５９キロメートル、歩道除雪延長は５７１．２キロメートル、排雪延長は１千３０．９キロメート

ルの除排雪を実施し、執行額は２９億３千６３万円でございます。

続きまして、３１９ページの６の河川整備についてでございますが、市内には、本数にして１６

２本、延長６１３キロメートルに及ぶ河川があり、そのうち本市が管理する河川は準用河川が３本、

４．１キロメートル、普通河川が１１４本、３２６．１キロメートルでございます。令和元年度は

ヨンカシュッペ川ほか９本の河川の整備などで９千万円の予算を計上しております。以上、土木部

所管の主な事業概要でございます。よろしくお願いいたします。

○高木委員長 上下水道部長。

○富岡上下水道部長 市政のあらましに基づきまして、水道局が所管する事項の御説明をいたしま

す。

初めに、水道事業について御説明いたします。３２２ページをごらんください。８、水道の沿革

でございますが、本市の水道事業は、大正２年に創設された軍用水道が始まりであり、終戦後の昭

和２３年に本市に移管され、その後５期にわたる拡張事業を経て今日に至っております。

次に、３２３ページをごらんください。１、現況の（１）給水人口、普及率等の推移でございま

すが、平成３０年度末の普及状況につきましては、Ｂの給水区域内人口、３３万３千８２０人に対

しまして、市の給水人口が３１万８千１０４人であり、普及率は９５．３％となっております。ま

た、下から３行目にありますとおり、配水管延長は２千２２６．４２７キロメートルとなっており

ます。

次に、（２）令和元年度事業計画でございますが、主な事業といたしましては、②事業概要にあ

りますとおり、配水本管布設工事は事業費７千５９９万８千円で、延長１．６キロメートルの整備

を予定しております。配水本管布設替工事は、事業費１１億９０８万５千円で、延長１５．６キロ

メートルの更新、改築を予定しております。浄水施設整備工事は、事業費１億５千５３万２千円で、

忠別川浄水場の横沈棟フロキュレーター設備更新などを予定しております。また、配水施設整備工

事につきましては、事業費４千３５０万５千円で、花咲町７丁目流量計新設工事などを予定してお

ります。

次に、３２４ページをごらんください。２の第５期拡張前期事業変更計画の（３）施設の整備計



- 18 -

画の表の中段の浄水場についてでございますが、右側の列が、現在の１日当たりの浄水能力となっ

ておりまして、石狩川浄水場が１０万９千９７０立方メートル、忠別川浄水場が４万５千６５０立

方メートル、合わせて１５万５千６２０立方メートルの浄水能力となっております。

次に、３２５ページをごらんください。３、水道料金でございますが、料金体系につきましては、

用途別の料金体系となっておりまして、主に一般家庭に適用される家事用と事業所などに適用され

る家事用以外がございます。現在の水道料金は、平成４年度に改定をしたものでございますが、消

費税等の転嫁分を除きますと、基本料金は家事用、家事用以外とも１カ月８立方メートルまで、１

千２０円、超過料金は、家事用で１立方メートルにつき１４３円、家事用以外では、使用量に応じ

た４区分の単価を設定する逓増制となっております。なお、３２５ページの表の下、及び３２６ペ

ージに記載しておりますけれども、福祉的な配慮といたしまして、料金の負担の軽減を図るため、

減免制度を設けております。

次に、３２７ページをごらんください。４、水道・下水道の出前授業についてでございますが、

小学校や団体の会合等に職員が伺いまして、本市の水道、下水道について広く理解を深めていただ

くため、その仕組みなどを説明する出前授業を実施しております。

続いて、下水道事業につきまして御説明いたします。３２７ページ、９、下水道の沿革でござい

ますが、本市の下水道は、明治３４年、街路に沿った防火用水路兼用の木造開渠の建設が始まり、

昭和３３年には下水道築造第１期工事に着手しております。また、昭和３９年には亀吉下水終末処

理場も運転を開始し、その後、整備の拡大や周辺５町を含めた旭川広域圏下水道計画の策定などに

より、昭和５６年、西部下水終末処理場、現在の下水処理センターになりますが、その運転を開始

しております。現在は、管渠などの主に老朽化した施設の改築、更新を行っております。

次に、１、現況でございますが、（２）下水道事業進捗状況の表の右下にありますとおり、平成

３０年度末における管渠延長は、１千９１４．２キロメートルとなっております。

次に、３２８ページをごらんください。（３）令和元年度事業計画でございますが、主な事業と

しましては、②事業概要にありますとおり、下水管渠布設工事は、事業費１０億５千２３０万２千

円で、延長３．１キロメートルの整備を予定しております。処理場建設工事は、事業費４億６千４

４９万円で、下水処理センター融雪槽中央監視設備システム更新などを予定しております。また、

ポンプ場建設工事は、事業費３千３４０万円で、永山マンホールポンプ室改築のための実施設計業

務などを予定しております。

次に、２、公共下水道事業計画でございますが、本市の下水道事業は、昭和３１年から調査を実

施し、昭和３３年に下水道事業の全体計画を策定しております。また、この全体計画に基づいて事

業に着手しておりますが、その後の市街地等の拡大に伴い、数次にわたって計画の変更を行いなが

ら、現在の事業計画では、８千１２２．７ヘクタールを処理区域として事業を推進しております。

次に、３２９ページをごらんください。３、下水道使用料でございますが、使用料の体系につき

ましては、水道料金と同じく、家事用及び家事用以外の用途別の料金体系となっております。現在

の使用料は、平成１３年度に改定したものでございますが、消費税等の転嫁分を除きますと、基本

使用料は家事用、家事用以外とも１カ月８立方メートルまで１千９６円、超過使用料は家事用は１

立方メートルにつき１５６円、家事用以外は、水道料金と同じく使用量に応じた４区分の単価を設

定する逓増制となっております。なお、水道料金と同様に、福祉的な配慮といたしまして、３２９
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ページ表の下及び３３０ページの表のとおり、減免制度を設けております。

次に、３３０ページ下段から３３１ページに記載しております４、下水道事業受益者負担金制度

でございますが、こちらは、下水道建設費用の財源として、整備区域内の土地所有者等から１平方

メートル当たり３７０円の負担金をいただくというものでございます。

次に、３３１ページ下段から３３２ページに記載しております５、下水道事業受益者分担金制度

でございますが、こちらは、下水道建設事業の財源として市街化調整区域内の土地所有者等から１

平方メートル当たり３７０円の分担金をいただくというものでございます。

次に、３３２ページ中段をごらんください。６、水洗便所改造及び排水設備改造資金融資あっせ

ん制度でございますが、こちらは、くみ取便所の水洗化や排水設備の改造に必要な資金の融資をあ

っせんすることにより、下水道の利用促進を図るというものでございます。

次に、３３３ページをごらんください。１０、簡易水道事業でございますが、本市では、郊外部

の２つの地域で実施しております。１、西神居地区簡易水道事業につきましては、平成６年度に認

可を受け、平成８年１２月から給水を開始しております。また、２、江丹別地区簡易水道事業につ

きましては、平成１４年度に認可を受け、平成１７年１１月から給水を開始しております。この簡

易水道事業につきましては、これまで市長から事務委任を受けて水道事業管理者が事務を執行して

おりましたが、より効率的な事業運営を図ることなどを目的に、本年４月１日から地方公営企業法

を適用し、水道事業管理者が直接事業を実施しております。

また、１１、農業集落排水事業でございますが、平成１３年度に千代ヶ岡地区で供用を開始して

おります。こちらの事業も簡易水道事業と同様に、市長から事務委任を受けて行っておりましたが、

本年４月１日から地方公営企業法を適用し、水道事業管理者が直接事業を実施しております。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 病院事務局長。

○浅利市立旭川病院事務局長 市立旭川病院の業務概要につきまして、御説明申し上げたいと思い

ます。最初に施設概要、続いて病院現況の順に御説明申し上げたいと思います。

まず、市政のあらまし施設編の１８４ページをごらんいただきたいと思います。１８５ページに

かけての（２）沿革でございますけれども、現在の建物につきましては、入院病棟は平成５年に着

工しまして、平成７年に供用開始となっております。また、外来棟は平成９年に着工、平成１２年

に供用開始となってございます。入院病棟は、供用開始後２４年が経過しておりまして、維持補修

に係る支出が増加しておりますが、今後も続いていくものと考えているところでございます。また、

平成３０年度には、医師会で運営しておりました夜間急病センターを当院で運営することにより、

夜間の一次救急を担うことになったほか、患者さんと家族が安心して療養生活を送ることができる

よう、患者さんの身体的、精神的、社会的な問題を入院前に把握し支援する入院支援センターを開

設したところでございます。

次に、（３）当院の規模でございますけれども、敷地面積が３万７千１６５平方メートル、延床

面積が４万５千９２０平方メートルで、地下１階地上７階の鉄骨鉄筋コンクリート造となってござ

います。診療科目は２４科ありまして、病床数は一般病床が３７２床、精神病床が１００床、感染

症病床が６床の合計４７８床であります。このうち休床となっております５６床を除いた稼働病床

数といたしましては４２２床となってございます。
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また、（４）附属診療所でございますが、現在、江丹別１カ所となっておりまして、毎週金曜日

に本院から医師が出向いて診察に当たっているところでございます。

続きまして、市政のあらましの行政編、３２０ページをごらんいただきたいと思います。当院は、

市民の健康と福祉の増進を図ることを第１の目的として設置した総合病院で、不採算であっても地

域に必要な取り組みや高度先進医療を担う、道北地域の基幹病院としての役割も合わせ持っており

まして、道北一円、あるいはオホーツク圏域からも患者を受け入れております。また、平成２１年

度から地方公営企業法の全部適用に移行しまして、病院事業管理者を設置し、病院運営を行ってい

るところであります。

続いて、３２１ページの（２）職員構成でございますが、４月１日現在の休職中の職員を除いた

いわゆる現員数を表示しております。また、正職員以外に医師事務作業補助者、いわゆるクラーク

と言われているものでございます。それから看護助手や事務補助などの臨時・嘱託職員が５月１日

現在で２８１名おりまして、これらを含めた在籍者は総数で約８００名となってございます。なお、

このほかに入院、外来の受付窓口や、給食調理、清掃、クリーニング、警備、設備管理などの委託

先事業者の社員等を含めますと、おおむね１千人規模の者が働く病院ということになります。

次に、（３）延べ患者数でございますが、平成３０年度の実績で申し上げますと、入院が合計で

１２万１千５５３人、１日当たりにしますと３３３．０人です。外来は合計で２３万７千６１８人、

同じく１日当たりでは９７７．９人となってございます。

次に、市民に対する病院の活動といたしまして、２の市民公開講座でございますが、心臓・血管

疾患、がん、アレルギーなどをテーマに、平成１９年度から毎年度開催してございます。また、３

の出張健康講座でございますが、平成２７年度から実施しており、医師を初め、当院の医療従事者

がおおむね２０名程度の参加者を募った団体や地域に出向きまして、さまざまな病気の話から生活

習慣病の予防、薬とのつき合い方を内容とした講話やストレッチの実践などを行い、市民の健康づ

くりに寄与し、より親しまれる病院を目指しているところでございます。以上、市立旭川病院の概

要でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○高木委員長 ただいま、所管部局から業務の概要について説明がありました。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）

それでは、次に７番目、この後、所管施設等の視察ということで、皆さんの議事予定表の２枚目

に視察行程が入っております。東光スポーツ公園の武道館に視察に行きたいと思っておりますが、

まず、議長に対する委員の派遣承認要求の手続については、委員長に一任願いたいと思いますが、

それでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、その形でいきたいと思います。この後、委員会は暫時休憩をして視察に行きたいと思

います。バスが正面の車寄せから３時に出発ということになりますので、委員の皆さんについては、

時間までに正面玄関に集まっていただきますようお願いいたします。

それでは、暫時休憩いたします。

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

休憩 午後２時３７分
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（再開されず散会 午後４時２５分）


