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開会 午前１０時０２分 

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

○高木委員長 それでは、開会いたします。本日の委員会に、松田たくや委員から欠席の届け出が

あります。 

それでは、まず１点目の請願・陳情議案の審査について、陳情第６号、市営住宅の入居手続にお

ける保証人の廃止に関することについてを議題といたします。この後、委員会を休憩し、陳情提出

者から趣旨・補足説明を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 そのように実施していきたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０３分 

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

再開 午前１０時１２分 

○高木委員長 それでは、再開いたします。 

ただいま説明を受けました陳情第６号に関しまして、委員の皆さんから、特に発言はございます

でしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは、説明を受けたばかりということで、今回は保留とさせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは、続きまして２点目、建設に関する事項について、まず（１）の旭川市屋

外広告物条例改正に伴うパブリックコメントの実施結果について、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 旭川市屋外広告物条例改正に伴うパブリックコメントの実施結果につきまして、

御報告をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。 

本件につきましては、昨年１２月４日に開催されました本常任委員会におきまして、パブリック

コメント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が、昨年１１月２１日から１

２月２０日までの間パブリックコメントを実施したところ、３件の意見が寄せられたところでござ

います。寄せられた意見の詳細につきましては既にホームページ等で公表しているところでござい

ますが、おおむね条例改正案に同意する内容のものが２件、改正案とは直接関係のない内容のもの

が１件となっておりました。 

今後は、こうしたパブリックコメントの結果を踏まえながら、改正案の最終的なチェックや確認

を行い、令和２年第１回定例会に議案として提出し、令和２年４月１日からの施行を予定している

ところでございますので、引き続きよろしくお願いいたします。建築部からの御報告は以上でござ

います。 

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

（「なし」の声あり） 
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○高木委員長 それでは、次の項目に移ってまいりたいと思います。（２）東光スポーツ公園基本

計画の変更について、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 東光スポーツ公園基本計画の変更について、御報告申し上げます。本日、資料と

して図面を配付しております。 

東光スポーツ公園は、東光スポーツ公園基本計画に基づき整備を進めており、この計画に基づき

サッカーやラグビーなどを行う東光スポーツ公園球技場Ａ及びＢについては平成２６年度から、ま

た、球技場Ｂのみに整備されている夜間照明については、平成２８年１０月から供用を開始してお

ります。 

球技場Ｂの平日の夜間照明の利用状況でありますが、平成２９年度では利用可能日１４４日のう

ち７７％、平成３０年度では利用可能日１４４日のうち８５％、今年度では速報値ではありますが、

利用可能日１２７日のうち９５％の利用申請がございました。このように球技場Ｂの夜間照明の利

用申請は年々増加しておりますことから、利用者からはもっと夜間に利用できるようにしてほしい

との意見をいただいているほか、平成２９年度には利用団体である旭川地区サッカー協会から、球

技場の夜間照明の増設について要望を受けているところでございます。このため、より一層利便性

を向上させて球技場の利用促進を図ることを目的として、このたび、球技場Ａにも夜間照明を整備

するよう基本計画を変更し、今後、整備に向けた取り組みを進めてまいります。なお、この計画の

変更につきましては、旭川市緑の審議会において令和元年７月２５日に御審議いただき、さらに令

和元年１０月３０日には、審議会の各委員に実際に現地を視察していただいた上で了承を得ている

ところでございます。以上、東光スポーツ公園基本計画の変更について御報告いたします。 

○高木委員長 ただいま報告がありました東光スポーツ公園基本計画の変更について、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） 

○高木委員長 それでは、次の項目に入っていきたいと思います。（３）住宅前道路除雪モデル事

業について、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 住宅前道路除雪モデル事業について、御報告申し上げます。本日、資料をお配り

しております。 

昨年１２月４日開催の常任委員会において、今年度の除雪体制や除排雪など、雪対策の主な取り

組みについて御報告させていただいたところでありますが、本日は、今年度の新たな取り組みであ

ります住宅前道路除雪モデル事業について御報告させていただきます。 

同モデル事業は、間口除雪の道路除雪業務からの分離や、地域除雪活動の推進を図るため、試行

的な取り組みとして、町内会等を対象にモデル地区を設定し、地域住民による間口除雪の取り組み

を進めることにより、制度の見直しに向けた作業手法等の検証を行うことを目的とするものでござ

いますが、昨年１１月１日から１１月１５日にかけて開催した地区除雪連絡協議会総会において、

各地区の皆様に事業の概要を御説明し、協力を依頼したところでございます。前回の常任委員会で

は、この試行的な取り組みについて、８町内会から問い合わせがあった旨を御報告いたしましたが、

１２月１３日の申し込み期限までにこのうち６町内会から正式な申し込みがあったことから、昨年
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１２月末までに６町内会の全てを協力団体として選定し、準備が整った団体から順次、事業を開始

しているところでございます。 

同モデル事業の対象世帯は８１世帯で、これらの世帯の間口除雪を地域の協力者７０名で取り組

むこととなっております。これまでの活動実績といたしましては、１月２２日現在、永山第三地区

市民委員会の３町内会は１月２日の１回、末広中央地区市民委員会の１町内会は１月１日、１月３

日の２回、末広東地区市民委員会の１町内会は１月１日、１月３日の２回、忠和地区市民委員会の

１町内会は１月２日の１回となっております。各協力団体には、今後、作業日や作業時間の記録、

作業状況などを記載した報告書や作業状況の写真のほか、同事業に対する御意見を提出いただく予

定でございますが、この事業は、地域除雪活動の推進につながる取り組みでもありますので、地域

の皆様の御理解をいただきながら検証を行い、よりよい制度となるよう検討を進めていく考えでご

ざいます。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 ただいま報告がありました住宅前道路除雪モデル事業について、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） 

○高木委員長 それでは次に、（４）舗装工事の入札状況について、委員の皆さんから発言ござい

ますでしょうか。 

上村委員。 

○上村委員 本件にかかわりまして、質疑をさせていただきたいと思います。それに当たりまして、

委員会としての資料要求をさせていただきたいと思います。内容は、令和元年度の舗装工事の入札

状況の一覧をいただきたいということです。さらに申し上げると、くじ引きによる落札者決定が行

われておりますけれども、これについての資料を御提示いただきたいというお願いをしたいと思い

ます。 

○高木委員長 ただいま上村委員から資料要求の申し出がございました。これを受ける形で、委員

の皆さんよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２２分 

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

再開 午前１０時２３分 

○高木委員長 再開いたします。 

ただいま要求がありました資料について、提出の可否と時期について、理事者から発言をお願い

いたします。 

土木部長。 

○熊谷土木部長 ただいま上村委員から御要求のございました令和元年度の舗装工事の入札状況の

一覧で、くじ引きによる落札者の決定がわかる資料につきましては、この後の上村委員の御質疑ま

でに直ちに御用意させていただきます。 

○高木委員長 それでは、この資料については、建設公営企業常任委員会資料として扱うことでよ

ろしいでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

○高木委員長 そのように扱いたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２４分 

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

再開 午前１０時２５分 

○高木委員長 再開いたします。 

皆さんのお手元に資料は届きましたでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 上村委員にお聞きします。資料の説明は必要ですか。 

（上村委員「要りません」と言う） 

○高木委員長 それでは、資料の説明については省略させていただきます。 

質疑に入っていきたいと思います。御質疑お願いいたします。 

上村委員。 

○上村委員 早速、資料をありがとうございます。項目としては、舗装工事の入札状況についてと

いうことでお願いをいたしました。資料も御用意いただきましたので、こちらも参照しながら進め

ていきたいとは思うのですが、今回、私の問題意識の出発点としては、これまでも土木工事におけ

るくじ引き落札ということが多数行われてきた経過がありまして、議会でも課題として議論の対象

になってきていました。私も過去、平成２９年でしたか、この件については質問させていただいた

ことがございます。その後、改めて建設公営企業常任委員会ということも含めて、昨今の動向とい

うことに注視をさせていただいたところです。 

先に、結論というか課題認識の要点を申し上げると、資料でも見られるとおり、まずくじ引き落

札の数は、依然としてかなり多いということがわかります。また、これはくじ引きですから、偶発

的な要素で落札者が最終決定しているわけでありますけれども、見てのとおり、くじ引きではある

ものの、最終的に、結果的にといいますか、一定の落札者に偏りが見られているのではないかとい

うことも含め、問題の認識を新たにしたところでございます。 

そこで、順次、お聞きしてまいります。まず、いわゆる舗装工事におけるくじ引きということで、

今回、さらにその対象を絞って議題、課題にしたいと思うのですが、改めてこの資料でお示しをい

ただきました今年度の舗装工事に関するくじ引きによる落札者決定の状況について、答弁を頂戴し

たいと思います。 

○幾原土木部次長 令和元年度の舗装工事全体の件数につきましては、６０件となっているところ

でございまして、そのうち、くじ引きにより落札者が決定した舗装工事の件数は４６件であります。

また、１件当たりの応札者数につきましては、１７者が最多となっているところであります。 

○上村委員 ということで、後ほど近年の経過もなぞっておきたいと思いますが、先ほど冒頭で申

し上げたとおり、平成２９年の第４回定例会においてもこの問題についての質問をさせていただい

た経過がございます。当時、くじ引き落札の問題に対してどういう対応ができるかということで、

皆さん方としては、なるべく同一発注に努めたいと。そのことで、結果的に落札制限がかかってく

るということですね。同じ日に発注したものについては２件以上受注できないので、そうなれば、
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おのずと落札者が分散していくということになるわけですが、その問題があると。しかし、この資

料でごらんのとおり、１カ月以内でも複数回にわたって発注が分散しているというように見受けら

れます。つまり、目標としては、同一公告日ということで１カ月に１回の発注に努めるということ

がこれまでも述べられているわけですが、現実としてはそうなっていないのではないかということ

です。改めて、平成２９年の第４回定例会における質問以降の取り組み状況と、これまでの具体的

な成果をお聞きしたいと思います。 

○幾原土木部次長 くじ引き落札への対応といたしましては、これまでも同一公告日の同業種の工

事につきましては、１件のみ落札できるという制限を設けてきたところでありますが、今年度にお

きましては、１カ月単位で発注する舗装工事の公告日をできる限り同一日にすることで発注ロット

を拡大いたしまして、受注機会の確保に努めてきたところであります。しかしながら、舗装工事に

つきましては、土木工事の進捗状況を考慮しながら発注時期を決定するものであるため、発注のタ

イミングをつかむのが難しい面もありまして、同一公告日とならない場合もあったところでありま

す。 

○上村委員 ちょっと大ざっぱなつかみになりますが、その結果として、過去３年で結構ですが、

この間のくじ引きによる落札者決定の数がどういうふうな推移をしてきたのかということについて、

重ねて伺います。 

○幾原土木部次長 過去３年の年度別の推移につきましては、平成２８年度は５３件中４４件、平

成２９年度は５４件中４５件、平成３０年度は６０件中４４件がそれぞれくじ引きにより落札者が

決定されているところであります。 

○上村委員 ということで、この数年の経過を見ても、数としては決して減っているわけではなく

て、ほぼ同じような推移をたどっているのかなという印象を私は持っております。過去に質問をさ

せていただいたという経過も踏まえながら、改めて伺いたいと思いますが、依然としてこうしたく

じ引き落札の件数が数多く残っているということに対する担当部としての問題意識を伺いたいと思

います。 

○幾原土木部次長 くじ引きによる落札者の決定につきましては、全国の多くの自治体で発生して

いるところでございまして、積算単価の公開が進み企業の積算の精度が向上したことで、最低制限

価格に応札が集中していることが要因になっているものと認識しているところであります。また、

価格競争のみによらない総合評価方式の拡大につきましては、長所、短所などが想定されておりま

すが、具体的にどのようなことができるかも含めまして、関係部局との連携を図っていきたいと考

えております。 

○上村委員 こうした議論はこれまでもしてきたものというふうに思っていますので、そのあたり

のことも含めて、しっかりとした対応を検討していただきたいということを申し上げたいわけです。 

それで、くじ引き落札の一般論としてまずお聞きしますけれども、例えば、今、価格競争のみに

よらない方式ということも言及されましたが、いわゆる除排雪受託業者の扱いについては、これま

でも議会を含めて、あるいは業者のほうからの意見も寄せられてきたところだと思います。市とし

ても一定程度、課題認識を持っているものと思いますが、こうした除排雪受託業者の扱いというこ

との検討材料については、積極的に検討すべきであるというふうに思いますが、その点について続

けてお答えをいただきたいと思います。 
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○幾原土木部次長 現行の総合評価方式につきましては、価格と技術により総合的に評価するもの

でありますが、地域への貢献度が高い本市発注の除排雪や災害復旧などの担い手である建設企業を

適正に評価することは、市民生活の安全、安心の確保につながるものと認識しているところであり

まして、総合評価の加点要素としていくことについて、関係部局と協議を行っているところであり

ます。 

○上村委員 今、関係部局と協議という答弁、くだりがありましたけれども、最終的にはこの契約

の方式については、総務部の契約課の所管であるということも含めて、皆さん方としては、そうし

た契約の手法的な話については、一定程度、総務部の判断なり決定に従うところがあるということ

で、今のような答弁をされているんだというふうに思います。ぜひ、そうした検討をしていただき

たいと思うのですが、その理由としてあえて私から申し上げると、昨今、除排雪を担っていただく、

特に市の業務を受注していただく企業が減少の傾向にあって、なかなかふえていかないという課題

がずっと続いているところです。場合によっては、脱退する業者が出る。そしてその理由としては、

ざっくり言うとなかなか利益にならない、あるいは大変だということで、脱退してしまう企業すら

出ていると。そういった企業は、場合によっては民間の受注に流れていくと。民間の対応をしたほ

うがいいということで、行政の除排雪が敬遠される場合すら出ているのではないかという認識を持

っているところです。ですから、いろいろとこうした入札業者を選定する作業の中において、一定

程度、偶然の要素で決めていくということがあることは否定するものではありませんが、何か、そ

ういう行政として必要な判断を加えながら、必要な仕様といいますか、そういったものをつくりな

がら、入札を進めていくことができるのではないかということを、今、私としては問題意識として

述べさせていただいたところです。そのことによって、結果的に、最大と言ってもいいと私は思っ

ているんですが、毎年の市の最大の課題である除排雪の対応に少しでも安定をもたらし、そして、

受注する企業の経営の安定化にも資することができれば、それは市としても望むべきところである

のではないかということで、今申し上げたところです。 

前置きが長くなりましたけれども、そのことの問題点をもう一つ伺いたいと思います。これは個

別の問題点です。提出いただいた資料を見せていただきますと、これは何度も申し上げますが、く

じ引きですから、結果的には決して意図したものではない。しかし、くじ引きによってこれだけ発

注、公告が分散化したことによって、結果的に落札に至った業者というものが実際に偏っている。

いわゆる、多くの工事を受注するという結果につながっているということが、業者名を見るとわか

るわけです。この点について市としてはどのような問題認識を持つのかということを伺いたいと思

います。 

○幾原土木部次長 くじ引きにより、業者、企業が多くの工事を抱えることになった場合につきま

しては、工事の品質低下、工期割れなどが懸念されるところであります。このため、受注業者の施

工体制や配置技術者の重複の有無の確認を徹底いたしまして、施工品質の低下を招くことがないよ

う管理監督体制の強化に努めているところであります。 

○上村委員 バランスよくというか、公平にやる以上はこういう形になるんでしょうが、その結果

として、管理監督体制の強化にも努めなければならないという事態があるということは押さえてお

きたいと思います。 

いずれにしても、皆さんも先ほどの答弁で、これまでの取り組みということをお聞きした際に、
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受注機会の確保に努めたいということで、なるべく発注をまとめようという意識を持っていらっし

ゃったということは述べていました。しかし、結果としてどうだったのかということは、こちらか

ら述べたとおりであります。この点、改めて、皆さんの中で受注機会の確保を図る必要があるとい

うふうに考えていらっしゃるその考え、思いを確認しておきたいと思います。 

○幾原土木部次長 本市の中小建設企業につきましては、公共事業の減少や担い手不足、さらには

働き方改革への対応など、大変厳しい状況になっているものと認識しているところであります。ま

た、近年の気候変動により災害が頻発しておりますが、その災害復旧、あるいは除排雪を担ってい

ただいていることで、安全、安心な市民生活や円滑な経済活動が確保されてきたところであります。

今後とも競争性を確保しながら、より多くの企業の受注機会が確保されるよう努めることは、企業

の経営が安定化することや、こうした地域貢献度が高い公共事業が持続可能となることにつながっ

ていくものと考えております。 

○上村委員 くじ引きによって落札者が決定するということは、今の制度上、やむを得ない部分は

あるのですが、この資料上でも示していただいたとおり、結果的に入札参加業者数は決してすごく

少ないわけではない。特に、年度の当初あたりについては、少なくとも２桁以上の参加業者がいる

という状況にありながらも、最終的には、いわゆる本当に文字どおりのくじで決定していくわけで

すから、その結果いかんによってどういう状況になるかは誰もわからない。結果的に、その中で業

者さんが偏るというか、集中する結果になれば、先ほどおっしゃったような施工の管理も逆に心配

しながら確認していかなければならない状況があるというところまで、改めて確認をさせていただ

きました。 

市としては、まさにその受注機会の確保のために、さらにできることがないのかどうかというこ

とを改めて確認したいと思います。 

○幾原土木部次長 来年度の舗装工事の発注に向けまして、密接に関連いたします土木工事におけ

る監督員による工程管理を強化いたしまして、進捗を十分に把握することで、１カ月に１度の公告

日を基本とすることにより、受注機会の確保を図ることができるものと考えております。また、部

内の各工事担当課、相互の情報共有を密にいたしまして、舗装工事公告日が同一日となるよう十分

な連絡調整を図ってまいります。 

○上村委員 公告日を１カ月に１度にしていくということは、平成２９年にもほぼ同様の答弁をさ

れていたというふうに記憶しているのですが、こういった対応というのが実際に、舗装業務である

がゆえのタイミングのずれであるとか、そういった困難があるということも一方で話を伺ってきた

経過もございます。改めて、その中で今、１カ月に１度の公告日を基本とするということを述べら

れたわけでありますが、十分な連絡調整でそれが実際に可能なのかどうか。そこについての市とし

ての考えというか、決意というか、現実的な対応が可能なのかどうかということを改めて確認して

おきたいと思います。 

○幾原土木部次長 舗装工事におきまして、１カ月に１度の公告日に集約することにつきましては、

入札不調の発生時、あるいは災害や緊急時を除きまして、基本的に可能であると考えており、部内

の各工事担当課における相互の情報共有化や、土木工事における工程管理を徹底しながら、早期に

舗装工事の設計積算業務を行うことで対応してまいりたいと考えております。 

○上村委員 そういうことが可能になれば、分散して発注されてきた経過ができるだけ絞り込まれ
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る、同一日に集中されていくと。結果として、落札者が一定程度分散していくということに資する

のではないかということが期待されますので、多少、スケジュール的にタイトになる部分が出てく

るのではないかということだけ危惧されますが、ぜひ、そうした全体の観点の利益ということも含

めて取り組んでいただきたいということを期待したいと思います。 

この点最後にしますが、先ほど申し上げたとおり、契約の仕組みに関する部分は総務部契約課の

所管だということでした。しかしながら、実際の業務あるいはそこにかかわっているのは担当する

皆さん、今回でいけば土木建設課の皆さんであるということであります。その部分で土木部として

業務を執行する担当として、この問題提起にどのように取り組んでいかれるのかということを最後

に確認させていただきたいと思います。総括的な答弁を部長から頂戴したいと思います。 

○熊谷土木部長 本日、上村委員から御指摘いただいた舗装工事の受注機会の確保に関する問題認

識等については、しっかり受けとめ、今後、北海道舗装事業協会旭川地区との意見交換会や、本市

の舗装工事を受注した企業へのヒアリングなどを通じまして、受注機会の確保を初めとした舗装工

事におけるさまざまな課題等を把握しながら、公平性、透明性、さらには競争性の視点なども踏ま

えた上で、工事発注部局としてできうる対策について検討してまいります。 

さらに、次長から答弁がありましたが、除雪や災害対応など本市の安全、安心な市民生活や、円

滑な経済活動の確保などの役割も担っていただいている建設企業の安定的な経営のためには、事業

量の安定化が重要であり、今後も必要な予算の確保に努めてまいりますし、工事の発注時期につい

ても、春先の受注機会を確保するなど平準化を図っていくほか、実際の工事においても、設計変更

について迅速な対応を行うなど、企業の負担軽減に努めてまいります。 

○上村委員 冒頭に、舗装に絞ってということを申し上げたとおり、この問題は、またジャンルを

広げれば、いろんな業界、業種に共通する課題でもあります。そうした全体的な部分も違う機会に

対象としてまた議論させていただきたいと思いますが、まずは、ただいま答弁をいただいた内容に

ついて、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいということを最後に述べまして、この問題につい

ては質疑を終わりにしたいと思います。 

○高木委員長 舗装工事の入札状況についての上村委員の質疑については終了いたします。 

ほかに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） 

○高木委員長 それでは次に、（５）本年度の積雪と除排雪出動状況について、委員の皆さんから

御発言ございますでしょうか。 

上村委員。 

○上村委員 引き続き、質疑をさせていただきます。今シーズンは、非常に雪が少ないということ

は、皆さん、いろいろとちまたでもお話をされていることだと思います。そんな中で、実際に除雪

状況、あるいは出動状況、あるいは雪の活用状況といいますか、雪が足りているのかどうかという

業界も中にはあるわけで、そうした部分も含めて、この少雪状況をどう捉えているのか。そして、

このことでどういう影響があるのかということも含めて、確認をさせていただきたいと思いました。 

改めてでありますけれども、近年比較を含めて、今シーズンの降雪、そして積雪の状況について

お示しください。 

○時田土木事業所主幹 １月２０日現在、今シーズンの累計降雪量は２３０センチで、過去１０年
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間の平均値３２１センチと比べ９１センチ少なく、１０年平均値の７２％になっております。同様

に、積雪深は２８センチで、過去１０年間の平均値５５センチと比べ２７センチ少なく、１０年平

均値の５１％となっており、いずれも過去１０年間で一番少ない値となっております。 

○上村委員 降雪量は１０年平均の７割ぐらい、そして積雪深は過去１０年平均の約半分というこ

とでありますから、非常に少ないというのが数字上も見てとれるわけです。しかしながら、昨年も

年末年始までは非常に雪が少なかったということは御記憶にあるところだと思いますが、１月末か

ら２月の初旬にかけて大雪、暴風雪という状況があって、その分、反作用といいますか、反比例し

て非常に大変な状況があったものですから、今後の推移ということについても、非常に注視してい

かなければなりません。 

改めて、今後の見通しについて、担当部局としてどのような見通しを持っていらっしゃるのか、

お聞きしたいと思います。 

○時田土木事業所主幹 １月１６日に札幌管区気象台から発表された北海道地方１カ月予報では、

北海道日本海側の降雪量は平年に比べ少ない確率が５０％と予想しています。今後もこの傾向が続

いた場合、累計降雪量の過去１０年平均値の５４１センチに対しまして、７２％の３８８センチ程

度となります。また、今後、平年並みの降雪があった場合につきましては、過去１０年平均値に対

して８３％の４５０センチ程度となります。 

○上村委員 数字の御紹介をいただきましてありがとうございました。いずれにしても、今後の部

分はいろいろと変動の要素があるでしょうが、７割、あるいは多くても８割というような比較的低

い推移が見込まれるのではないかという答弁でありました。特に札幌であるとか、一部、新聞なん

かを見ていましても、雪が足りなくてイベントの開催に支障が出ていると。場合によっては、延期

であるとか、あるいは中止であるとか、そういったような報道も目にするところです。特に本市で

いけば、２月の冬まつりについては大量の雪を使用しているということがあるわけですけれども、

この点について冬まつり等イベント等への影響と現在の対応状況について伺いたいと思います。 

○時田土木事業所主幹 冬まつり会場への雪の搬入につきましては、１２月８日から１月１１日ま

での１９日間で必要量の搬入を終えておりまして、観光スポーツ交流部からも雪像制作は順調に進

んでいると聞いております。 

○上村委員 運んだ後の保管といいますか、維持の関係で問題がないのかどうかというところは少

し気になるところでありますけれども、一応、会場への雪の搬入については、大きな支障がなく進

んだそうでありますから、この点についてはよかったなというふうには思う一方で、現実的には各

スキー場、いまだに全コースオープンに至っていないというところもありますし、場合によっては、

特に低い場所での活動に支障が出ているという話は伺っています。この辺は、少雪であるがゆえに

いたし方ないところでありますけれども、こうした状況についても、今後に向かって冷静にその状

況の推移を見きわめておく必要があるだろうなというふうに思います。 

もう一つ、違う視点でお聞きしたいのは、除雪の出動状況です。今、お聞きしたとおりの降雪状

況、積雪状況でありますから、こうした部分でどれぐらい出動状況に影響を与えているのかという

こと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 今シーズンの除雪の出動状況につきましては、地区により回数が異なりますが、

平均で車道の全線出動が３．１回、歩道の全線出動が８．０回というふうになっております。過去
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５年間の平均出動回数が車道で６．０回、歩道で１２．８回となっておりますので、今シーズンは

車道が５割、歩道が６割程度の出動回数となっているところでございます。 

○上村委員 ということで、出動回数も比較的低く推移しているということは言うまでもないこと

かもしれません。そんな中で気になっていますのは、昨年もありました入学式のタイミングに合わ

せた排雪作業についてです。先ほど申し上げたとおり、実際に去年も１月末から２月の初旬にかけ

ての大雪ということで、１月に実施した排雪の効果がほとんど感じられない中で、大雪の状況に見

舞われまして、逆に、その対応が十分に図られたのかという声、あるいはほとんど雪のない時期に

そういった排雪を行っていて、本当に必要なこの時期に対応が遅いんじゃないかという感情的な不

満にもつながっていたということは、皆さんの記憶にも残っている状況だと思います。そのことを

含めて、昨年もその点の指摘をさせていただきましたけれども、改めて、ことしの排雪作業の予定

についてはどのように考えていらっしゃるのか伺います。 

○鎌田土木部次長 排雪につきましては１２月１６日から２８日にかけまして、交通量の多い路線

や幅員が狭くなっている路線、年末年始に混雑が予想される路線を中心に作業を実施いたしました。

年明けの５日からは幹線道路の２回目の排雪と１月１６日の始業式に合わせ、通学路の排雪を１月

１２日までに実施したほか、生活道路につきましては２月１０日までの完了をめどに、現在、排雪

作業を実施しているところでございます。昨年度と比べ降雪量、積雪深ともに少ない状況ではござ

いますが、この先、昨年度のような大雪があった場合は、短期間で全市の排雪を行うことは難しい

ため、今後の大雪に備えて例年どおりの作業を進めているところでございます。 

今後につきましては、雪の降り方にもよりますけれども、パトロールなどにより路面状況を確認、

把握しながら作業を実施していく予定でございます。 

○上村委員 私は、この点は本市が抱えている課題だと思うのですが、結局、受託業者の数が限ら

れているので機動力がないということです。ですから、短期間で作業ができないということは、結

果的に大雪になろうが少雪になろうが、当然、多少そのボリュームは変わってくるでしょうが、一

定程度同じようなスケジュールを組みながら対応していく必要があるというのが現状だということ

をあらわしているのかなと思うんです。多少、そういった降雪状況に応じて工夫ができるものかと

思ってお聞きしたわけですが、この点については基本的には変わらないということでした。じゃ、

この先大雪があった場合に、ある程度迅速な対応、機動的な対応ができるのかというと、必ずしも

そうではないということであるようですので、この辺については排雪のタイミングというものをあ

る程度意図的にコントロールできないという、本市として抱えている課題を改めて確認というか認

識をさせていただきました。こうした部分も将来的には受託業者数の考え方であるとか、あるいは

そうした対応について考えていく必要性がさらに増していくんだろうというふうに私は思っていま

すので、その点についてぜひ、今後の検討材料にしていただきたいということをこの段では指摘し

たいと思います。 

今、少雪ということでありますので、費用についても今後どういう推移をたどるのかということ

が気になるわけでありますが、改めて少雪の際の費用積算の考え方について伺いたいと思います。 

○鎌田土木部次長 排雪作業につきましては、過去１０年の降雪量を参考に積算して、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

範囲内の場合は当初のまま変更しないものとして、２割以上の差が生じたときに設計上と実際の降
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雪量の比率に応じた新雪除雪の回数の変更を行いまして、その増減は４割までとしております。し

たがいまして、仮に降雪量が過去１０年平均値の４割以下であったとしても、当初設計の６割は保

障するというものでございます。また、排雪作業につきましては、日々の最大積雪深を合計いたし

ました積雪積算値の過去１０年の値を参考に積算しておりまして、精算に当たりましては実際の排

雪量に基づき、出来高の精算をすることとなっておりますけれども、少雪時におきましては除雪作

業と同様に当初設計数量の６割を保障するものでございます。 

○上村委員 除雪については降雪量の影響を勘案するということで、さらに言うと一定の上限を設

定した中でそうした勘案をしているということでありました。一方、排雪については出来高という

ことでありますが、いずれも当初設計量の６割を保障するのだという考え方を改めて確認させてい

ただきました。ことし、今後どうなるかということはありますけれども、こうした費用の精算の問

題も出てくるかもしれないというような状況の中で、その点を確認させていただいたところです。 

最後にしたいと思います。部長に総括的な答弁を頂戴して終わりたいと思いますが、ことしの冬

の状況というのは、当然、たくさん降る年もあれば、降らない年もあるのが常でありまして、そう

いう年も場合によっては必要なのかもしれません。そこは、必ずしも雪がたくさん降ったほうがい

いという立場に立てるものではありませんが、そういうことも考えていく必要があるのだろうなと

いうことを新たに思いました。特に、時期的な特徴もちょっと変化しているようにも感じますし、

今後の推移ということも気になります。先ほど、間口除雪で１月１日に地域の方々が出動していた

だいたということでありましたから、モデル事業と言われた初回から非常に気の毒だったなという

気はしますが、それでもしっかりと対応していただいたんだなということを確認させていただきま

した。除排雪の進捗といいますか、取り組みについては、さまざまな課題がなおある状況で、そう

したことも考えていかなければならないということは、先ほど来幾つか申し上げてきたとおりです。

企業の数あるいは対象をどうやって広げられるのかという問題もありますし、市民協働の考え方と

いうのをどのように進めていけるのかということもあると思います。さまざまな課題を含めながら

始まった今シーズンでありますが、今のところはこういう状況です。しかしながら、こんな中でも

粛々と次のステップに向けて、土木部として取り組んでいただきたいと思いますので、最後に総括

的な答弁を頂戴して、私の質疑を終わりにしたいと思います。 

○熊谷土木部長 上村委員から総括的なお話でも構わないということでございますので、少し私の

思いも含めて長目の答弁をお許しください。 

先ほど委員から御指摘がありましたとおり、昨シーズンは全市的に除排雪に大きな課題が残るシ

ーズンでございました。これは先ほど委員がおっしゃったとおり、雪の降り方とか、除雪、排雪の

タイミングだとか、そういった難しさを改めて認識したのかなといった思いを持っております。そ

うした中でありましても我々土木部といたしましては、将来的に安定した除排雪体制の確保という

ことで、早急に改善しなければならないといった思いから、７月には各地区の除雪連絡協議会臨時

会を開催してさまざまな皆様方の意見を頂戴したほか、アンケート調査も実施し実態の課題改善の

方法はないかといった検討をしてまいりました。９月には旭川除排雪業者ネットワーク協議会から

要望書をいただき、さらに１２月２０日には建設公営企業常任委員の皆さんから提言書をいただき

ました。こうしたさまざまな御意見等を踏まえまして、今シーズンの除排雪につきましては地区間

での応援体制の構築であったり、車道除排雪についても再委託を可能にするとか、また、先ほど報
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告させていただきましたが、住宅前道路除雪モデル事業につきましても見直しに向けた検証を始め

ているところでございます。 

先ほど答弁がありましたが、ことしは記録的な少雪ということであり、これは今のところ間違い

ございません。しかしながら市民から最も多くの改善要望のございました交差点の見通し確保であ

ったり、幹線道路などの幅員確保につきましては、我々土木部はもちろんですがシーズン当初より

除雪企業も十分意識して対応しており、地域からも一定の評価は得られているといった認識を私は

持っています。また、先ほどの住宅前道路除雪モデル事業につきましても、福祉保険部と対象者の

実態調査といったことで、しっかりと関係各部が連携して取り組みを始めました。これも一つの成

果かなと思っておりますし、私は今シーズンのモデル地区として始めていただいている市民委員会

の会長さんと市民委員会連絡協議会の新年交礼会でお会いいたしまして、そのときに実際にこの取

り組みをやること、また意識することで地域の協力体制が新たに構築できたとか、さらに言えば地

域でのこうした取り組みが雪出しの防止につながったと、そんなうれしいお話と言っていいかわか

りませんが、そういった言葉もいただいて、８０世帯程度ではございますけども、これをしっかり

ＰＲすることで、さまざまな効果があるのかなというふうに思っております。まずは、入り口、扉

をあけたという意味ではいい取り組みがスタートしたのかなというふうに実感しております。 

除排雪の適切な時期の検討を含めまして少雪の場合の積算のあり方など、さまざまな課題がござ

います。また、皆様方から御提言いただきました安定的な雪堆積場の確保、年間を通じた安定的な

雇用や経営基盤の強化、さまざまな検討につきましても今後、我々はしっかり着実に進めてまいり

たいと思っておりますので、市民が安心して生活できる除排雪体制の確立に向けまして、土木部だ

けではなく全庁一丸となって取り組んでまいりたいと、そういった思いでございます。 

○高木委員長 それでは、上村委員の質疑については終了いたします。 

ほかに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） 

○高木委員長 それでは次に、（６）市営住宅について、委員の皆さんから発言ございますでしょ

うか。 

まじま委員。 

○まじま委員 市営住宅のことについて、６問ほど質疑をさせていただきたいというふうに思いま

す。市営住宅に住む高齢者の灯油の確保がどのようにされているかということを伺っていきたいと

思います。 

最低気温が氷点下の２桁を下回って、日中でも氷点下という真冬日が多くなっていまして、暖を

とれなければ命にかかわるという状況も生まれているかなと思います。そこで、市営住宅に住む高

齢者がどのようにして灯油を確保されているのか、市の認識と考え方について伺っていきたいと思

います。灯油を自分の部屋まで運ぶことが困難な状況が生まれていると私は認識していまして、ま

ず初めに、エレベーターがない市営住宅の中層階といいますか、３階以上の入居率、中層階に住ま

われている高齢者の割合についてお示しいただきたいと思います。 

○樽井建築部次長 平成３１年４月１日現在、市営住宅の入居世帯数は４千３８３世帯ですが、エ

レベーターがない市営住宅には２千３６４世帯が入居しており、そのうち、３階以上の階には約５

２％の１千２２５世帯が入居しております。この１千２２５世帯のうち、単身の高齢世帯が３３２



- 13 - 

世帯、２人以上の単身世帯以外で高齢者のいる世帯が２８２世帯、合計で６１４世帯ありまして、

３階以上の中層階に住んでいる世帯のうち高齢者のいる世帯の割合というのは、約５０％となって

おります。 

○まじま委員 今お示しいただいたように、エレベーターがない市営住宅の中層階に住まわれてい

る方、１千２２５世帯がいらっしゃるということで、その約半数が高齢者のいる世帯だということ

でありました。非常にたくさんの方が住まわれているということが明らかになりましたが、エレベ

ーターがないということで、非常に不便を感じているということなんです。そのエレベーターがな

い市営住宅が解消されるというのは、どのくらい先の話なのかお伺いしたいと思います。 

○樽井建築部次長 １９８０年代以前に整備されました市営住宅の多くというのは、エレベーター

が設置されておりませんので、例えば、建てかえ事業などに伴いまして、順次エレベーターを設置

するとか、近年ではガス暖房やオール電化などに切りかえを進めておりますが、平成３１年４月１

日現在、３階以上でエレベーターのない市営住宅の住戸数は、管理戸数で申しますと４千８９３戸

のうち２千７６９戸ありまして、全体の約５７％と半数以上を占めている状況にございます。建て

かえ事業につきましては、旭川市営住宅長寿命化計画に基づきまして、現在実施しております第２

豊岡団地を初め、第１、第３豊岡団地、東豊団地といった豊岡地区の４団地と、市内で一番大規模

団地であります神楽岡ニュータウン団地の建てかえを予定しておりますが、こちらも厳しい財政状

況の中で、具体的な着手時期について見通せない状況であり、これらの団地の建てかえが完了した

としましても、まだ約３０％程度エレベーターのない団地が残りますので、全てのエレベーターの

ない市営住宅を建てかえるには、まだまだ相当の時間がかかるものと考えております。 

また、建てかえではなくて、例えば、既存の住棟にエレベーターを外づけするといった方法もご

ざいますが、その場合には構造的に複数のエレベーターを設置するとか、同じ階層の住戸を行き来

できる廊下を増築するということが必要になりますので工事が大規模になります。そのため、その

工事期間の入居者の方の仮住まいの確保ということも含めて多大な費用がかかりますので、やはり

財政的にも建てかえ事業の進捗に大きな影響を与えるなど、いずれもエレベーターのない市営住宅

の解消には、現状として完了時期が見通せない状況にあります。 

また、エレベーターを設置する以外に灯油運搬の負担軽減を図る方法として、例えば、住棟ごと

に大きなほうろうの給油タンクを設置して、各住戸に圧送するという手法や、ガス暖房に切りかえ

る手法もございます。ただ、燃料タンクの設置には消防法によりまして危険物取扱者を配置する必

要があることや、いずれの工事も住棟内外の全ての配管設備工事をやり直さないとならないことで、

やはりこちらもまた仮住まいの確保ということも含めて多額の費用が必要となりますほか、入居者

の個人負担もふえる可能性もございますことから、費用対効果も含めた慎重な検討が必要と考えて

おります。 

○まじま委員 今、お示しいただきましたように建てかえというのも一部始まっていますけれども、

計画的にいっても何年も先の話だというふうに伺っていますし、エレベーターを後づけするにも費

用がかかる、石油ストーブからガスへの転換というのを考えても、時間的にも費用的にも大変な市

の財政支出があるということを言われました。エレベーターのない市住が解消されるまでには、具

体的にはいつと言えないぐらい時間がかかるということでありました。 

エレベーターのない市住に住まわれる方から、冬場は本当に不便なんだという声が寄せられたの
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です。最初に述べましたように、中層階の方が、１階から３階、４階の自分の部屋まで灯油を運ぶ

ということがあるらしいのですけれど、それがもう本当に困難になってきているということで、こ

ういう状態が発生しているというのは、市として認識されているのでしょうか。 

○樽井建築部次長 市営住宅の入居に際しましては、事前に説明会などを開催しておりまして、エ

レベーターのない住戸に入居される場合には、その不便さ等も十分に御理解いただけるよう努めて

おりますし、現状として入居者の方から灯油を運ぶことの不便さについて、具体的な問い合わせと

いうのは受けてはおりません。 

灯油につきましては、中高層住宅に配送できる業者が限られていたりホースで給油できる高さに

も制限があることや、ポリタンク１個から配達してくれる業者が少ないこと、また、配達してくれ

たとしましても、やはり中高層階になりますと割増料金がかかるというような現状があります。そ

うしたサービスの内容を見まして、各入居者の方が個人で手配したり、自治会でまとめて手配した

りしている状況にあるとは伺っております。 

一方、今後、市営住宅に長年住んでいるうちに高齢になる方もふえてまいります。やはり年を重

ねるごとに足腰も弱くなったりしますし、灯油の運搬だけでなくて日常生活のさまざまな場面にお

いても、階段で移動しなければならないといったことが、年々大きな負担になってきているとは認

識しております。こうした認識は持っておりますが、先ほど答弁させていただきましたように、エ

レベーターの設置や灯油運搬の負担を軽減させる設備整備のめどが立っていないことや、例えば、

中高層階の高齢者の方を低層階に住みかえるといったことも、公募を原則としております市営住宅

においては法的な制約等もありまして、身体的理由等により階段の上りおりが困難な場合に限られ

ているなど、やはり灯油運搬の不便さのみでの住みかえは難しい状況にございます。こうしたこと

からも、いずれも具体的な解決策が見出せない状況でございます。 

○まじま委員 市営住宅の中でも高齢化が進んでいまして、先ほど答弁にありましたように本当に

長く２０年、３０年と住まれている方が７０代、８０代となって、今そういう状況になっていると

いうことでありました。今回、灯油の確保ということでお尋ねをしているところですが、生活全般

が大変な状況だということが、声として私のところに上がってきているんです。市としては、市営

住宅の長寿命化ということで満足度調査等もされているようですが、ぜひ、そうしたところも項目

に含めて、調査をしていただきたいなというふうに思います。 

答弁の中に灯油を供給する側の困難が示されていました。市営住宅など集合住宅の上の階のほう

に灯油を小口配送するという階上給油という言葉になるようですが、需要があるのですけれどもそ

れができない実態があるというふうに聞いています。背景には、石油業界の人手不足が一つの要因

だというふうに言われています。道のほうでも昨年１１月に消費者と供給者の代表を集めて、北海

道地域灯油意見交換会というのが行われているというふうに聞いています。旭川市の住生活基本計

画の中では、計画の推進に当たって関係団体との連携が不可欠となっているというふうに思います

が、石油を供給する業界との連携はあるのでしょうか。 

○樽井建築部次長 住生活基本計画の推進に際しましては、住まいの担い手であります市民、住宅、

住環境の整備に関する住宅関連事業者や行政、住生活分野の関係団体との連携は必要不可欠だと認

識しておりまして、さまざまな施策ごとに必要に応じて協議会を設置するなど、関係団体と連携し

た取り組みを行っております。また、市営住宅の管理運営につきましても、条例に基づきまして学
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識経験者を初め、建築、不動産、福祉、民生関係者や市営住宅入居者等で構成します旭川市営住宅

審議会を設置しまして、さまざまな意見を聞くなど、高齢者や地域事情に詳しい福祉関係機関とも

連携を図っているところでございますが、個別に石油業界との連携は行っておりません。しかし、

住生活基本計画では、推進方針としまして、高齢者が安心して暮らせる住環境の推進や、四季を通

じて暮らしやすい住環境の形成などが掲げられていることから、冬季において、誰もが安心して快

適に暮らせる住生活の実現を図る上では、石油業界との連携についても今後、視野に入れていく必

要があると考えております。 

○まじま委員 今後、視野に入れていくということですので、ぜひお願いしたいというふうに思い

ます。このことについて、やっぱり生活がどうなっているか、実態調査が必要だと思いますが、見

解を伺いたいと思います。 

○樽井建築部次長 先ほど、まじま委員からお話がありましたが、市営住宅は、２０年、３０年と

長く住み続けられている方も多く、また、古くなった戸建ての住宅から住みかえを希望される方も

多くいらっしゃいます。先ほど、エレベーターのない市営住宅の３階以上に住まわれている高齢者

の割合をお示しさせていただきましたが、全市的な高齢者率がたしか３３．３％ぐらいだったと思

うのですけれども、それより高い水準になっておりまして、市営住宅については、高齢者に関する

さまざまな課題が顕在化しやすい状況にあると考えております。今後、全市的にも少子高齢化の進

展に伴いまして高齢世帯がふえていきますし、市営住宅と同様にエレベーターのない中層の民間共

同住宅に入居されている高齢者の方もふえていくことが想定されます。高齢者の方にとって、灯油

を階段で運ぶのは肉体的な負担も大きいですし、建てかえや施設整備等による具体的な改善策の見

通しがつかない状況の中、やはり今後、さらなる高齢化の進展を見据えたさまざまな課題とその対

応策について、検討する必要があると考えております。そのため、まずその実態を把握することが

重要であると認識しておりますので、今後、入居者のニーズの把握等も含め、実態調査を進めてま

いりたいと考えております。 

○まじま委員 建設公営企業の常任委員会なので、エレベーターのない市住に絞って質疑させてい

ただいていますけれども、今お話があったように、エレベーターがあったとしても、エレベーター

を使って自分の部屋までポリタンクを持っていく、ただ、そのポリタンクを持っていって、部屋に

あるタンクに移しかえるという作業も、高齢者世帯ではとても労力がいることと思いますし、民間

住宅の中層階の住宅というのもあると思いますので、その辺も踏まえて対応していただきたいと思

います。また、建築部でできることもあると思いますけれども、福祉部門もあわせてというか、全

庁的にこうした市営住宅の管理運営を含めて、私は何らかの対策が必要ではないかと思います。最

後に見解を伺って、このことについての質疑を終わりたいと思います。 

○太田建築部長 先ほど次長のほうから、今後については、市営住宅と同様にエレベーターのない

民間住宅の高齢者もふえていくというような答弁をさせていただきましたけれども、実際に、民間

の賃貸住宅の状況といった部分につきましては、平成３０年の住宅土地統計調査結果を見ますと、

市内にございます民間と市住を含めてなんですけれども、エレベーターのない３階以上の共同住宅

は１万戸以上というふうになってございます。その中で、市営住宅の戸数につきましては、先ほど

も管理戸数２千７６９ということでございまして、占めている割合としては２４％ということでご

ざいますので、それ以外の７６％分につきましては、一部には道営住宅なんかも含まれているので
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すけれども、まだまだ多くの民間の賃貸住宅があるといった状況にございます。やはり、今後高齢

化によって、こういった市営住宅と同様の課題というのがどんどん発生してくるのかなというふう

にも考えてございます。特に、核家族化に加えまして、少子高齢化や人口減少が進展していく中で

近年では、単身の高齢者世帯というものも増加してございます。そういった意味では、今後の住宅

政策におきましては、先ほど来御質疑をいただきましたけれども、冬期間の灯油運搬も含めて、そ

れ以外に日常生活の買い物だとか、さまざまな場面で高齢者が安全で安心して生き生きと暮らせる

住環境の整備といったことが、やはり重要な課題の一つになってくるというふうにも認識してござ

います。 

しかし一方で、市営住宅に限って言えば、施設整備といったハード分野での解決というのがなか

なか見込まれないという中で今後については、自治会で助け合うですとか、石油配達業者さんと自

治会さんとがうまく連携をしていくとか、そういったソフト分野の対応、あるいはその充実といっ

たことも重要になってくるのかなというふうに考えてございます。 

いずれにいたしましても、高齢化という大きな課題は、建築部だけではなく全庁的な課題という

ことでございますので、今後は石油業界との連携、あるいは市営住宅における実態調査の実施を初

め、他都市における状況といったものも調査研究しながら、住宅政策のみならず福祉的な観点も含

めまして、さまざまな方向から検討を進めていかなければならないというふうに強く認識してござ

います。 

○高木委員長 以上で、まじま委員の質疑については終了いたします。 

ほかに、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） 

○高木委員長 それでは、建設に関する事項については終了いたします。 

続きまして３番、上下水道事業に関する事項について、（１）水道事業・下水道事業中期財政計

画（令和２～５年度）案に対する意見等の募集結果について、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 水道事業・下水道事業中期財政計画（令和２～５年度）案に対する意見等の

募集結果について御報告いたします。お手元にお配りしておりますＡ４サイズ１枚の資料をごらん

ください。 

水道事業・下水道事業中期財政計画案につきましては、令和元年１１月２５日から１２月２５日

までの期間で意見提出手続を実施し、１２７の個人と１つの団体から計１２８件の御意見をいただ

きました。主な御意見といたしましては、水道料金に関することにつきまして、値上げにかかわる

ものが１１４件、値下げにかかわるものが３件、その他が２件寄せられました。また、減免制度に

関することにつきまして、制度の維持にかかわるものが９件、拡充にかかわるものが２７件、廃止

にかかわるものが２件寄せられました。また、そのほかに、民間活用や経営努力、災害対応などに

関する御意見も寄せられたところでございまして、これらの御意見に対しましては、２月上旬に市

の考え方を個別に回答いたしますほか、市のホームページなどで公表することとしております。以

上、御報告させていただきます。 

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

宮本委員。 
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○宮本委員 貴重な時間をお借りして、短時間で終わります。 

今、部長から、中期財政計画の案についての意見提出手続を昨年の１１月２５日から１２月２５

日まで実施したという報告がありました。この中で、（３）その他の部分のその他に、老朽化した

施設を計画的に更新してほしいということが書かれております。確認なんですが、令和５年から２

２キロメートルの水道管につきまして、これを更新していくというふうにうたっていますけれども、

これはメーカーが言っている耐用年数で決めているのか、皆さん方が調査した結果で決めているの

か、優先順位というのをちょっとお聞かせください。 

○富岡上下水道部長 法定耐用年数といいましょうか、普通、一般的に使われているのは、塩ビ管

ですとかダクタイル鋳鉄管が主でございますが、塩ビ管につきましては４０年程度というふうに言

われております。ただ、実際にはそれ以上使うことができるといった中で、ほかの自治体等で、は

っきりとした市の名前は今、出てきませんけれども、これまで２カ所ぐらいの市で実際に掘り上げ

て調査した結果、はっきりとした年数までは言えませんが、長年もつといったこと、あと、今現在、

水道管として使われているポリエチレン管でありますとか、ダクタイル鋳鉄管につきましては、１

００年もつといったことでメーカーから示されているものでございます。それに基づいて、今後は

１００年で全部の更新を終えるというような形で進めていくといった中で、２千２００キロメート

ルの全延長の１％、２２キロメートルを令和５年度から毎年更新していきたいというふうに考えて

おります。 

○宮本委員 平成２９年に豊岡で漏水の事故がございました。これは調査をした後に漏水したもの

か、あるいは調査をする前の地域であって漏水したのか。いずれにしても皆さん方は、例えば、調

査した結果でしたら、どこを見ているんだというふうに言われますし、調査しなければ、もっと早

くどうしてしないんだと言われます。そういった調査というのは、メーカーの言っている４０年を

別として、先にやるべきではないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。 

○富岡上下水道部長 漏水調査については、メーター等の動きとかも含めて、全市的に古いところ

も含めてやってきてはいるんですけれども、実際に、例えば、ここが壊れて大きな漏水事故が起き

るだろうというところまでの予測はなかなか難しい中で、漏水調査は古いものを優先的にしている

んですが、なかなか実際のところは、漏水調査から漏れてしまっている中で、そういった破損、そ

して大きな漏水事故を起こすといったことも、何年かに一遍ぐらいは生じてしまっていることはあ

ります。今後につきましても、そういったことをしっかり押さえながら、そして今言ったような形

で、極力早い中で更新をしていこうといったことで、何とか安定した安心して使える水道水の供給

に努めてまいりたいというふうには考えております。 

○宮本委員 皆さん方が何と言っても、メーカーの４０年というのを大事にしているそうですが、

ただ、やっぱり地域によって地層が違ったり、あるいはその深さ、土かぶりによって違ったり、さ

まざまな環境によって違うものですから、事故が発生しないように市民の生活に影響を与えないよ

うに、皆さん方がきちっと調査していただいた後に更新をしていただきたい。毎年２２キロメート

ルということは、先ほど言われましたけれども、市内の配水管というのは２千２２６キロメートル

と非常に長い、１００年ビジョンだと言うけれども、その長いビジョンの中できちっと調査をしな

がら、市民生活に影響を与えないような更新をしていただきたいとお願いをして終わります。 

○高木委員長 ほかに、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 
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（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは続きまして、４番、病院事業に関する事項について、（１）市立旭川病院

産婦人科医師の確保について、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 市立旭川病院の産婦人科におけます医師の確保につきましては、委

員の皆様に大変御心配をおかけした案件でございまして、このたび、これらにつきまして一定の見

通しが立ちましたので、御報告を申し上げたいというふうに思います。 

令和２年４月１日より、当院に新たに３名の産婦人科医が順次、勤務につくこととなり、以降、

手術でありますとか入院診療、分娩の受け付け等々、それぞれ再開する見込みとなりました。御配

付申し上げている資料をごらんいただきたいと思いますが、当院におきましては、昨年の４月１日

から、産婦人科医が従前の３名から２名体制になったことで、分娩でありますとか手術というもの

を休止しまして、さらに７月１日からは、その２名が１名となったことで、入院診療も休止としま

して、以降、外来診療のみを行ってきたところでありますが、このたび配付した資料にありますと

おり、医師の確保によりまして、外来以外の診療も再開できる運びとなったものでございます。 

今回、新たに確保した産婦人科医は３名でございまして、札幌医科大学から派遣をいただくこと

となりました。令和２年４月に１名、７月ごろに１名、さらに１０月ごろに１名と、妊婦さんなど

の受け入れ患者がふえていくことに合わせて、順次、勤務いただく予定となっておりまして、最終

的には現状の１名の医師を加えて、従前の３名体制から４名体制に増強するというような形で診療

を行う予定でございます。 

今後、産婦人科医の確保につきましては、当院といたしましてもＰＲを進めるとともに、医師と

助産師等の関係スタッフが一体となりまして、産前産後のケアを含めた総合的な周産期医療の充実

に一層努めてまいりたいというふうに思っておりますので、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） 

○高木委員長 それでは続きまして、（２）病院まつりの開催結果について、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 昨年１０月６日に初開催いたしました病院まつりにつきまして、そ

の結果を御報告申し上げたいと思います。資料、第１回市立旭川病院まつり報告書（概要版）をご

らんいただきたいというふうに思います。 

まず、１ページ目の開催目的・趣旨でございますけれども、こちらにつきましては、大きく３つ

の狙いを定めておりまして、その一つは、医師でありますとか看護師を初めとします専門的かつ高

度な知識を持つ人材、さらには、手術支援ロボットなどに代表されます高度医療機器といった、い

わゆる当院が持っている財産というものを市民の方々に御理解いただくということ、第２に公立病

院として人材育成でありますとか、健康増進といった市の施策の推進に一定の役割を果たすこと、

そして第３に、入院されている患者さんにも楽しんでいただくこと、この３つの目的というものを

基本としながら、病院に勤務するさまざまな職種が集まって実行委員会を形成しまして、市の関係

部局などにも協力をいただきながら開催をしたところでございます。 
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開催の内容につきましては、（６）の開催イベント及び２ページ目の下の表に載っておりますと

おり、主なイベント内容といたしましては、高度医療機器の操作体験でありますとか、看護師の知

識やスキルを活用した無料検査、あるいは相談なども行い、医療機関ならではのイベントとして充

実をさせて実施しまして、開始直後からどのブースも非常に長い列ができるほどの盛況ぶりでござ

いました。また屋外では、農場マルシェでありますとか、病院らしく減塩マルシェなどを実施しま

して、多くの販売品が完売となるなど好評で終わり、イベント当日につきましては、１日の外来の

患者の約３倍近い２千５００名以上が御来場いただいたというところでございます。 

その他、広報宣伝の内容なども載せておりますが、今回は経営改善を進めている中での開催とい

うことでございましたので、極力予算をかけないで行うという趣旨でやってきたものでございまし

て、総体の予算といたしましては２０万円程度で行ったものでございます。 

イベント中に御来場いただいた方からお褒めの言葉もいただいたり、あるいは職員のほうからま

たやりたいという声などが上がったということで、特に、各職種間の連携を行うことで今回のイベ

ントを進めてきたという経過がございますので、今後、当院の経営改善という観点からも、職員一

体となって実施したことが、さらにこのイベントの大きな成果というふうにも考えているところで

ございます。来年度につきましても、同じような形で、また違ったアイデアを投入しながら実施し

たいということで、早々に院長もやりたいというふうに言っておりますので、ぜひ皆様方におかれ

ましても、御理解いただきながら、来年やるときには、ぜひ御来場いただきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○高木委員長 ただいまの病院まつりの開催結果の報告について、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） 

○高木委員長 それでは、本日の議事については全て終了いたしました。 

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４１分 

 

 


