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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、欠席の届け出はありません。 

まず１点目の請願・陳情議案の審査について、陳情第４号、市営住宅の入居手続における保証人

等に関することについて、そして陳情第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。 

まず、陳情第４号について、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、各会派における判断の状況について、確認をさせていただきたいと思い

ます。順次、お聞きいたします。 

まず、民主・市民連合。塩尻委員。 

○塩尻委員 判断できます。 

○高木委員長 自民党・市民会議。松田委員。 

○松田たくや委員 判断できます。 

○高木委員長 公明党。もんま委員。 

○もんま委員 大変申しわけありません。判断にもう少々時間をいただきたいと思います。 

○高木委員長 日本共産党。まじま委員。 

○まじま委員 判断できます。 

○高木委員長 ただいま確認をさせていただきましたが、まだ１会派、判断にもう少々時間をいた

だきたいということでありますので、陳情第４号については保留とさせていただきまして、次回の

本委員会で確認させていただきたいと思います。 

続きまして、陳情第６号についての判断の状況について、お聞きしていきたいと思います。 

まず、民主・市民連合。塩尻委員。 

○塩尻委員 判断できます。 

○高木委員長 自民党・市民会議。松田委員。 

○松田たくや委員 判断できます。 

○高木委員長 公明党。もんま委員。 

○もんま委員 大変申しわけありません。陳情第６号に対しても、もう少々時間をいただきたいと

思います。 

○高木委員長 日本共産党。まじま委員。 

○まじま委員 判断できます。 

○高木委員長 陳情第６号についても、先ほどの陳情第４号と同じく、もう少々時間をいただきた

いという会派がありますので、今回は保留としまして、次回の本委員会で判断をしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、２点目の令和２年第１回定例会提出議案について、順次、理事者から説明をお願い

いたします。 

建築部長。 

○太田建築部長 令和２年第１回定例会提出議案につきまして、建築部にかかわります議案の御説
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明をさせていただきます。 

議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、建築部所管分につきまして、補正予算

書により御説明を申し上げます。補正予算書５ページの第３表、債務負担行為補正（追加分）をご

らんください。一番下にございます市営住宅団地施設賠償責任保険料につきまして、保険料として

５９万３千円を限度額に債務負担行為を設定するものでございます。１ページめくっていただきま

して、６ページの追加分最後の令和２年度分施設維持管理業務等委託料８億５千８３７万６千円の

うち、市営住宅にかかわります緊急通報機器保守管理業務委託など、３件の契約に合計２千７８６

万円を限度額とし、いずれの業務委託も本年４月１日を履行開始とするため、本年度中に契約する

必要がありますことから、債務負担行為を設定するものでございます。建築部が所管いたします補

正予算の概要について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 土木部長。 

○熊谷土木部長 第１回定例会に提出させていただきます議案第１号、令和元年度旭川市一般会計

補正予算につきまして、土木部所管分の主な内容を御説明させていただきます。 

お手元にございます補正予算書の２４ページ中段をごらんください。土木部所管分といたしまし

ては、８款５項３目、緑地公園費のうち、都市計画公園整備費２億２千５４０万円につきましては、

国の補正予算に伴うものであり、都市公園の遊具等の改修を行うための費用を令和２年度に繰り越

し、実施しようとするものでございます。また、その下の運動公園整備費２億７００万円につきま

しては、国の補正予算に伴うものでございまして、東光スポーツ公園内の球技場の照明及び武道館

周辺の外構の整備をするための費用を、同じく令和２年度に繰り越し実施しようとするものでござ

います。また、その下になりますが、都市緑化基金積立金１千１００万円につきましては、寄附受

納額の増加に伴う積立金の増加のため、追加補正をしようとするものでございます。 

次に、ページが戻りまして４ページの第２表、繰越明許費補正（追加分）をごらんください。８

款土木費でございますが、８款２項の道路橋りょう費のうち、道路橋りょう整備費３億３千１４２

万円につきましては、国費の追加配当のため年度内の事業完了が困難となり、令和２年度に繰り越

すものでございます。また、８款３項、河川費のうち、河川整備受託費８千１００万円につきまし

ては、北海道から受託した災害復旧のための河川整備に伴う用地買収において、年度内の事業完了

が困難となり、同じく令和２年度に繰り越すものでございます。また、その下の８款５項、都市計

画費のうち、都市計画道路整備費６千３００万円につきましては、国費の追加配当のため年度内の

事業完了が困難となり、同じく令和２年度に繰り越すものでございます。また、同じく都市計画費

のうち、都市計画道路整備受託費６億４千６０３万４千円につきましては、都市計画道路永山東光

線の用地買収において、年度内の事業完了が困難となり令和２年度に繰り越すものでございます。

また、同じく都市計画費のうち、先ほど御説明申し上げました都市計画公園整備費２億２千５４０

万円及びその下、運動公園整備費２億７００万円につきましては、国の補正予算に伴う補正額を全

額繰り越すものでございます。 

続きまして、６ページをごらんください。こちら第３表の債務負担行為補正（追加分）でござい

ますが、最初に、いわゆるゼロ市債でございますが、道路側溝整備費といたしまして１０億円で延

長約７．４キロメートルの整備を予定しております。これにつきましては、工事の早期発注と発注

時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものでございます。次に、その表の一番下にあ



- 3 - 

ります、令和２年度分施設維持管理業務等委託料でございますが、本年４月１日からの業務委託に

係る契約について、債務負担行為を設定しようとするものでございます。合計８億５千８３７万６

千円のうち、土木部所管分につきましては、総合道路維持管理業務委託ほか２件で、２億２千１５

１万９千円でございます。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 上下水道部長。 

○富岡上下水道部長 第１回定例会提出の議案につきまして、御説明いたします。いずれも令和元

年度補正予算についてでございますが、内容といたしましては、事業の早期発注を行うための債務

負担行為の設定、いわゆるゼロ市債及び国の補正予算等に伴い実施する建設改良費等の補正となっ

ております。 

初めに、議案第８号、令和元年度旭川市水道事業会計補正予算でございます。補正予算書４５、

４６ページをごらんください。石狩川浄水場における非常用自家発電設備の設置につきまして、今

年度当初予算で行いました実施設計の事業費決定に伴い、収益的収支の受託事業収益及び受託事業

費をそれぞれ８万８千円減額補正するほか、令和２年度の完成に向け、資本的支出の建設改良費で

７億３千５３５万４千円、また、企業債償還金につきまして１千３６２万３千円を増額補正し、こ

れらの財源といたしましては、企業債、国庫補助金、他会計出資金及び当年度損益勘定留保資金等

で措置しようとするものでございます。 

次に、債務負担行為でございますが、補正予算書４７ページをごらんください。令和２年４月１

日を履行期間の初日とする業務委託の契約事務を令和元年度中に執行することに伴い、給水装置等

管理業務委託料及び忠別川浄水場運転管理業務委託料につきまして、限度額をそれぞれ１７億５千

８１万６千円、４千５０１万２千円とする債務負担行為を設定しようとするものでございます。さ

らに、土木部所管の道路側溝整備費に関連する配水管布設工事費といたしまして、１億７千５００

万円を限度とする債務負担行為を設定しようとするものでございます。 

次に、議案第９号、令和元年度旭川市下水道事業会計補正予算でございます。補正予算書４９ペ

ージをごらんください。資本的収支における資本的支出の施設整備費でございますが、下水道雨水

幹線及び雨水排水樋門水位観測装置などの下水道施設の整備に係る工事費用といたしまして、６千

８００万円を増額し、この財源につきましては、国庫補助金及び企業債でそれぞれ３千４００万円

を措置しようとするものでございます。 

次に、補正予算書５０ページをごらんください。令和２年４月１日を履行期間の初日とする業務

委託の契約事務を令和元年度中に執行することに伴い、下水道事業維持管理業務委託料、給水装置

等管理業務委託料及び水緑施設管理業務委託料について、限度額をそれぞれ１５億５千７６４万円、

６千４３９万５千円、２千１０万円とする債務負担行為を設定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１０号、令和元年度旭川市病院事業会計補正予算について、

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、一般会計補助金の増及び債務負担

行為の追加を行おうとするものでございます。補正予算書の５２ページの実施計画をごらんいただ

きたいと思います。今年度につきましては、産婦人科の入院休止等に伴う患者数の減などによりま

して、収支が悪化する見込みとなってしまいましたことから、収益的収入でお示ししておりますと
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おり、収入の部、１款病院事業収益、３項本院医業外収益、３目一般会計補助金で３億円を追加し

ようとするものでございます。また、債務負担行為につきましては、補正予算書５３ページの債務

負担行為に関する調書にお示ししておりますとおり、令和２年４月１日を始期とします、医療廃棄

物運搬及び処分業務等の５件分の委託料及び循環器用超音波画像診断装置賃借料に係る契約につき

まして、その期間及び限度額の設定を行おうとするものでございます。以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○高木委員長 ただいま第１回定例会提出議案について、理事者から説明をいただきました。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、本日は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。 

続きまして、３点目の報告事項に入ってまいります。まず、令和２年第１回定例会提出議案にか

かわる事項について、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 提出議案にかかわります事項につきまして、御説明させていただきます。 

報告第３号、専決処分の報告についてでございます。この報告第３号、専決処分の報告につきま

しては、総務部所管の案件でございますが、建築部にかかわりがございますので御説明させていた

だきます。本件は、第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事の変更契約に関するものでございます。

当該工事につきましては、平成３０年度に盛永・畠山・東成・岸田共同企業体を相手方として工事

請負契約を締結し、令和元年８月にインフレスライド条項を適用して契約金額を変更いたしました

が、令和元年１０月１日からの消費税率改正により、さきに変更契約を締結した増額部分について

は新税率が適用されるといったことになるため、契約金額を１０万３千９０４円増額し、令和２年

１月２７日付けで８億１千５７１万４千７２０円に変更したものでございます。建築部からの説明

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 ただいま第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事に係る変更契約の締結について、理

事者から説明がありました。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、提出議案以外の事項について、順次、理事者から報告をいただきた

いと思います。 

最初に、市営住宅中央団地における漏水について、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 市営住宅中央団地における漏水について、御報告を申し上げます。お手元に資料

を御用意させていただいていますので、ごらんください。 

既に一部報道で御存じかとは思いますけれども、市内８条通８丁目にございます中央団地におき

まして、入居者のいる４階住戸と、空き室となっている２階住戸の居室内におきまして、給水管の

破裂、水漏れが発生し、他の住戸が浸水したものでございます。発生日についてでございますけれ

ども、４階住戸の部分につきましては、２月１３日木曜日の深夜でございます。この時点では、そ

の下の７戸の浸水を確認してございます。その後、翌１４日の金曜日に市営住宅課職員が現地確認

を行っている中で、２階の空き住戸の居室内においても同じく給水管が破裂、水漏れが発生し、そ
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の下の住戸が浸水しているのを発見いたしました。浸水したこれら計９戸のうち、入居者のいる住

戸につきましては４戸、空き住戸が５戸といった状況でございます。入居者のいる住戸につきまし

ては、１月中旬から長期不在となっており、２階空き住戸も含め、２月９日からの強烈な寒波によ

り室温が低下したため、給水管が凍結し亀裂が入り、その後１３日から暖気により融解し、水圧が

かかったことにより破裂したものと考えてございます。 

破損箇所につきましては、入居者のいる４階住戸は、１階から４階までの各フロアに水を送って

いる、縦に配置されている共用管から分岐した後、水道メーターの手前の部分で破損してございま

した。また、空き住戸の２階につきましては、同様の共用管のうち２階の住戸内を通っている部分

が破裂していたものでございます。 

浸水した住戸の入居者につきましては、２月１４日の金曜日のうちに、一時的な仮住まい先など

を確保できてございますけれども、水につかった家財道具などの被害状況については、現在、まだ

調査中でございます。そうしたことも含めまして、今後どのような対応が必要となるのか、入居者

と協議してまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

○高木委員長 ただいま報告がありました市営住宅中央団地における漏水について、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 それでは次に、地区総合除雪維持業務委託の履行状況について、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 地区総合除雪維持業務委託の履行状況について、御報告申し上げます。本日、資

料をお配りしております。 

まず初めに、これまでの気象状況でございますが、今シーズンの初雪は１１月６日と平年に比べ

まして１４日遅く、昨年と比べて８日早い観測となりました。その後は降雪が少なく、１２月に最

高気温がプラスになるなど暖かい日が続いたこともあり、本日は雪が降っておりますが、２月１０

日現在の累計降雪量は、過去１０年間の平均と比べて１０１センチ、率にして２５％少ない２９７

センチ、積雪深は過去１０年間の平均と比べて２０センチ、率にして３１％少ない４４センチとな

っており、いずれも過去１０年間で２番目に少ない値となっております。また、今後の天候につき

ましては、２月６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

の降雪量が少ない確率が５０％と予想されており、例年と比べ雪が少ない見通しとなっております。 

次に、除雪作業の状況でございますが、今シーズンの除雪の出動状況につきましては、地区によ

り回数は異なりますが、平均で車道の全線出動が４回、歩道の全線出動が１０回となっております。

過去５年間の平均出動回数が車道で６回、歩道で１３回となっておりますので、今シーズンは７割

から８割の出動回数となっております。また、排雪につきましては路線ごとに異なりますが、これ

まで幹線道路は２回から３回、生活幹線道路は１回から２回、生活道路は１月末日までに１回目の

排雪作業を実施したところでございます。昨年度と比べて降雪量、積雪深ともに少ない状況で、９

地区の平均進捗率は当初設計量に対して４割程度となっておりますが、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、大雪や急激な暖気に備えてパトロールな

どにより路面状況を把握しながら、必要な作業を実施しているところでございます。 
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次に、４の委託料の支払状況についてですが、本市の契約では除排雪に係る委託料を年度内に３

回で支払うことになっており、１回目は除雪業務の４０％を概算払いし、２回目及び３回目は出来

高に応じて支払い済み額との差額を支払うこととしておりますが、例年１月末現在の９地区の平均

で６割以上ある出来高が、少雪の影響で今シーズンは４６％となっているため、例年に比べ支払い

額が減少し、出来高の状況によっては２回目の支払いがなくなる企業体もありますことから、除排

雪業者の状況を確認するため、次ページの５にありますように、１月３１日に除排雪の受託企業と

の意見交換を行いました。意見交換の場では少雪で出来高が少なく、２月末に行われる予定の２回

目の支払い額が少ないことから、当初契約額の１０％程度の追加の概算払を希望する意見が一部の

企業体の構成員から出ているといった意見がございました。このような少雪の状況は本市だけでは

なく、６の（２）にありますように、札幌市でも極端な少雪を受けて１月３１日に除排雪業者へ緊

急対応策の実施を発表しており、一定額に達するまでは出来高に限らず７８％を支払うこととする、

いわゆる最低補償を実施することを発表しております。 

次に、６の本市の最低補償の考え方ですが、旭川市の除排雪業務の仕様書におきましては、新雪

除雪については、過去１０年平均の累積降雪量と当該年度の累積降雪量との増減が２割を超える場

合に限り、実際の降雪量の比率に応じて除雪の回数の変更を行うものとし、その増減は４割までと

しておりますので、当初設計の６割は補償されることとなります。また、排雪作業につきましては、

実際の排雪量に基づき出来高精算することになっておりますが、少雪時におきましては、当初設計

数量の６割を補償することとなっております。これらの作業のほかにも、除雪センターの管理運営

業務など、降雪量にかかわらず発生する業務がありますことから、これまでのような少雪の傾向が

続いた場合でも、最終的な委託料の最低補償額は９地区で約１６．２億円で、当初契約額の７７％

と試算しており、札幌市と同程度の割合が補償されるものと考えております。このように、年度末

の時点では、一定の契約金額が補償される制度となっておりますが、除排雪業務には出来高に関係

なく、労務費や除排雪車両の損料など固定費が必要となることから、７の業務委託料の請求及び支

払い方法の変更にありますように本市といたしましても、他都市の状況や今年度の降雪状況、除排

雪業者との意見交換を踏まえ、２回目の支払いにおいて、除雪業務の契約額に２０％を乗じた金額

を限度として追加で概算払いを受けることができるように、１回目の概算払いの金額と合わせて、

除雪業務の契約額６０％の概算払いを受けることが可能となるよう契約内容を変更したいと考えて

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 ただいま地区総合除雪維持業務委託の履行状況について、理事者から報告がありま

した。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。 

○宮本委員 今、るる説明をいただきました。ことしは少雪が続いて、市民にとっては非常に暮ら

しやすい冬季シーズンなんですけれども、市内の除排雪業務を請け負う企業の方々というのは、設

計減になるのではないかと懸念している中で、１月３１日に各地区除雪連絡協議会の代表の方々と

の意見交換会のもとで、このような方法を決めたということでよろしいんですね。 

○熊谷土木部長 意見交換の結果や他都市の状況も踏まえて、本日、御報告させてもらっています。 

○宮本委員 今回の報告では１月末までの除雪維持業務委託の履行状況の中で、出来高が少なくて

最低補償ということがあげられております。この補償については、議論はありませんでしたか。 
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○鎌田土木部次長 １月３１日の意見交換会の中では、今、本市の場合は最低補償が６０％という

ことになっておりますけれども、今後、その率について少し検討してほしいというような御意見は

ございました。 

○宮本委員 それは、企業のほうから、大変厳しいからということでの申し出でしょうか。 

○鎌田土木部次長 やはり除雪企業の方々は、昨年度の状況も踏まえまして、雪が最大限降ったと

きの状況に合わせた履行体制をとっていると。そうした中で、今、除雪には出ないんだけれども、

かかる経費が多いということで、そういったような御要望があったというふうに考えております。 

○宮本委員 例年にないようなやり方といいますか、結果を出したわけなんですけれども、この９

地区の各企業の中で、大体９割ぐらい公共事業の仕事をしている方がおります。この公共事業を契

約すると、すぐ前渡金というのが請求できまして、工事の完成後に最後の支払いというふうになる

んです。それを了解していると思うんですが、今回このような形になったということなんですけれ

ども、最低補償というのは最後の補償であって、これは出来高の最低補償というふうに考えればよ

ろしいでしょうか。 

○鎌田土木部次長 まず１点、うちで今やっている最低補償の６０％というのは、作業量に対して

最低を補償するということで、これは新雪除雪の回数と排雪量について、最低の補償を設けていま

すというのが、いわゆる最低補償ということです。これが大体６０％ぐらいということです。その

ほかに、センターに係る経費ですとか、どうしても降雪にかかわらず必要になってくる業務があり

ますので、それらを含めると最低の雪の量であったとしても、当初契約額の７７％ぐらいになるの

かなということで、我々が今回、試算したところでございます。今回、御提案させていただいてい

る内容につきましては、６０％と最低補償を上げるなどということではなくて、今、１２月に４割

を概算払いしていますので、それをプラス２０％の６０％まで変更するというようなことで御報告

させてもらっています。 

○宮本委員 業者の中には１月３１日の意見交換会で、行政のほうから資金繰りにもし困った方が

いれば銀行を紹介しますよと言われたという業者もいまして、本来であれば銀行というのは行政の

ほうで紹介しなくても、企業がもし健全経営であれば、お金を貸してくれるんですよ。そして皆さ

ん方が選んだこの業者の方々というのは、会社が潰れるような企業ではないんです。そういうこと

は、皆さん方に提出している経営事項審査の内容によって、その会社の経営自体がわかるんです。

その中でそういう話が出たものですから、企業の中にはこれはどういうことなんだという業者もお

いでのようでありました。 

今後も気象状況によって、このような企業との意見交換会というのは、行っていくというふうに

考えておりますか。 

○鎌田土木部次長 １月３１日の意見交換会で融資のことについて御説明したという経緯について

は、新潟県ですとか山形県のほうでも、やはり少雪な傾向があったということで、概算払いの前倒

し等含めて、そういった制度も御紹介したというような報道もあったことから、私どもとしてもそ

ういったような情報提供をさせてもらったということです。 

今後、この最低補償などといった制度について、来シーズン以降も話し合いをしていくのかとい

うことについては、ことしのこういった状況を踏まえて、来シーズンに向けてもう一度こういった

ことがないような形で、しっかりと制度設計していきたいというふうに考えております。 
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○宮本委員 今、山形県の事例が出ましたけれども、雪対策というのは全国各地でいろいろとやっ

ているんですね。私も福島県の土木部の関係をちょっと調べてみました。そこは１２月１５日から

３月１５日の３カ月間は完全に補償しますよという制度をとっています。その地域によって、いろ

んな捉え方があります。２月３日、４日に、北見市に除雪の関係で本委員会の副委員長班として視

察してまいりました。そのときに北見市では、やはりオペレーターの高齢化ということで、今後、

除雪体制を維持継続していくのは５年以内に厳しい状況になるだろうというお話が出ました。北見

市は、最低補償が６０％というふうに計上しているんですけども、それを今後検討していくという

話もありました。各市いろいろという話もありますけれども、やっぱり旭川市においては、いいと

ころはまねしてもいいんですけども、まねをしないで旭川市独自で、いろんな業者の方々、受注者

と発注者、お互いにそれぞれの考え方のもとで理解をして、それからこれを決定していただきたい

というふうに思っていますけれども、いかがでしょうか。 

○熊谷土木部長 今、お話がありましたように、４月当初から大雪に備えた対応ということで、各

種新たな取り組みをしてまいりました。今回、先ほど申し上げましたけれども、雪が少ないという

状況で、私どもも十分にいろんな地域のネットワークを見た中で、新潟とか山形とかで融資制度を

やっているという話があったものですから、あらゆる可能性を踏まえて１月３１日の場面では、こ

ういった制度もありますよというお話をしました。今、お話しされたように、補償のあり方も各地

区、各市まちまちで、札幌市のように出来高にかかわらず５０％以下だったら７８％払うという今

シーズン限りの制度をつくったところもありますし、ほかの制度では前払い金の部分を我々よりも

上げているところもございました。 

おっしゃるとおり、雪の降り方は各地区違いますけれども、意見交換した内容を踏まえて、今後

も２回目の排雪などがありますから、我々は、これからも来年度を見据えて、しっかりネットワー

クの皆様と意見交換した上で、来シーズンは、いろんなあらゆる場面に対応できるような、そうい

った制度だとか考え方をしっかり整理していきたいという所存でございますし、まだ今シーズンが

終わっておりませんけれども、ある程度、新たな取り組みについても評価できる段階まで来ていま

す。実際、住宅前道路除雪につきましても、市民委員会の皆さんからはいろんな効果の話もいただ

いていますし、実際、１２月の時点では、ある程度交差点の見通し確保もできているかなとか、ま

た一方では、この少雪の中であっても、依然として市民の方からはいろんなクレームが来ていると

いうことも実態としてあります。なぜ来ているのかというのも踏まえて、あらゆる部分を検証しな

がら、来シーズンに臨んでいきたいと思っていますし、旭川市に合った除排雪制度のあり方につい

ては、今後もしっかり検討してまいります。 

○宮本委員 部長から御答弁いただきました。今、業者の方はもちろんですけれども、除雪にかか

わる交通整理員の方、通称ガードマンという方も待機しています。やはり、雪が少ないということ

は、そういった面にも大きく影響が出てきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

そして、皆さん承知だと思いますけれども、昨年、旭川除排雪業者ネットワーク協議会の方々が

市長あてに要望書を出しています。そして、この委員会でも提言書を執行機関に提出しています。

道単価の見直しだとか、歩掛かりの問題、そして施工の問題、今、生活道路の効率化の問題も上が

っています。また、施工体制の中で官貸車というのが入っていて、中央地区を中心にしてやってい

ますけど、この官貸車についても施工の中でどうやっていくかと。その積算の割り出し方もひとつ
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検討していただいて、これから市民のためには双方がきちっと理解をして、その価格を決定し、市

民に影響のないような体制を整えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で

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。 

（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは続きまして、市立旭川病院の病棟再編成について、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 市立旭川病院の病棟再編につきまして、御報告を申し上げたいと思

います。お手元に配付いたしました資料をごらんいただきたいと思います。当院では看護師の確保

が厳しくなっている現状と、今後も一定程度の定年退職者や育児等休業者が見込まれる状況である

こと、また、患者数が減少傾向でありますこと、さらには平均在院日数の短縮もありまして、病床

利用率が低迷している状況にあることから、病棟運営の効率化を図るために、特に利用率の低い７

階東病棟の地域包括ケア病棟を閉じまして３８床を休床し、休床を除いた病床数合計では、４２２

病床から３８４病床に再編することとしたものでございます。これに伴いまして、一部の診療科の

代謝内科でありますとか歯科口腔外科といったところの配置も変更いたしますが、極力、患者様や

医療スタッフに再編の影響が及ばぬよう配慮しまして、既存の病棟の病床数は変更しない方針で、

７対１の看護体制もそのまま維持する考えでございます。 

今まで地域包括ケア病棟へ一般病棟から転棟いただいていたような患者さんにつきましては、そ

のまま一般病棟でリハビリ等を行い、回復期を過ごしていただくか、他病院へ紹介させていただく

こととなります。また、最初から地域包括ケア病棟に入院しておりました代謝内科の患者様は、今

後は一般病棟で入院療養をしていただくこととなります。 

患者様に対しては、院内掲示やホームページ等で周知を図るほか、入院の際には個々の患者さん

の家族に丁寧に説明をしてまいりたいと考えてございます。 

今回の病棟再編によります病院経営への影響でございますけれども、休床によります収益減があ

るものの、看護師減によります人件費の減額等もあることから、総体的には病院経営にはプラスに

なると判断しておりますが、一般病棟の病床利用率が上昇することが条件というふうになるため、

引き続き病床利用率の向上に向けた取り組みを行ってまいらなければならないと考えてございます。

なお、病棟再編の時期につきましては、令和２年３月１日に実施することといたしまして、現在、

その準備を進めている状況にございます。以上でございます。 

○高木委員長 ただいま市立旭川病院の病棟再編成について、理事者から報告をいただきました。

委員の皆さんから発言ございますでしょうか。 

まじま委員。 

○まじま委員 今、市立旭川病院の病棟再編が今回必要になったという理由は承りました。 

この再編に向けて、市立旭川病院労働組合との協議内容がどういうものであったのか、また、協

定を結んでいると思いますけど、旭川医大との話し合い、そういうものがあったのかどうかについ

て、お尋ねしたいと思います。 

○堀内市立旭川病院事務局次長 病棟再編の理由は、先ほど局長のほうから申し上げましたが、そ
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れにかかわりまして、再編に向けた院内での協議ということについてであります。まず、院内のほ

うでは、昨年の１１月ごろから次年度の看護師の応募状況が著しく少ないということを受けまして、

我々の看護部と病院事業管理者、それから院長、副院長などの経営陣によりまして、医療の質とか

安全性、看護師の業務負担や経営への影響など、さまざまな視点から検討し、最終的に地域包括ケ

ア病棟を休止することとしたところであります。 

労働組合との交渉につきましては、看護師不足や病床利用率の低下の状況、それから経営改善の

ための必要性を説明いたしまして、最小限の再編内容としたことや一般病棟の看護師については、

現状維持に努めるということで理解をいただきまして、お互いに今後の再編後の病棟について状況

確認を続け、もし問題等が生じた際には協議をしていくということを前提としまして、現在の当院

の経営再建のためには、この再編はやむを得ないだろうという認識を組合とも共有いただいたとい

うことで、本年１月の末に公表したところでございます。 

また、旭川医大につきましては、従前から病床削減の検討については、たびたびお話をいただい

ておりましたが、今回の病棟再編についての話し合いというのは、なかったところでございます。 

○まじま委員 経過について伺いました。今、報告の中で地域包括ケア病棟を今回廃止する方向だ

という説明があったわけですけれど、これまで切れ目のない医療を提供するのに必要であったとい

うふうな答弁があったのではないかと思うわけです。地域包括ケア病棟がなくなるということでは、

地域ニーズに背を向ける結果になるのではないかと。地域包括ケア病棟がこれまで果たしてきた役

割というのは、なくなるわけではないと私は思っております。過去の答弁を見せていただきました

けれども、地域包括ケア病棟のさらなる活用や、訪問看護や退院支援の充実など、収益の増につな

がる取り組みも積極的に実施していくというふうなことが述べられているわけです。廃止の方向で

今検討されているわけですけれど、ニーズがあれば、病棟の存在意義というのもあるのではないか

と思いますが、その辺の見解について伺いたいと思います。 

○俵市立旭川病院事務局医事課長 地域包括ケア病棟の廃止についてでございますが、平成２７年

に当院における病床利用率の低下改善策といたしまして、一般病棟１病棟の削減、あわせて地域医

療構想における役割の明確化、病床機能報告制度による必要病床数の数値を踏まえ、設置病床の少

ない回復期病床として、地域包括ケア病棟を平成２８年５月に設置したところでございます。地域

包括ケア病棟は、急性期治療を経過し病状が安定した患者さんに対し、リハビリ等を実施し在宅や

介護施設に向けた医療や支援を行う病棟でございますが、開設後の実態といたしましては、急性期

病棟からの転棟、糖尿病の教育入院が多数を占めており、他院や他施設から転院してくる患者さん

は少ない状況となっております。さらには、２０２０年度診療報酬改定の議論の中、病床規模が大

きいほど、自院の急性期病床からの患者の受け入れの比率が高いことが問題視されていたことから、

地域包括ケア病棟実績要件等の見直しが論点となっており、結果的に２月７日の中医協答申におい

て、自院内で転棟した患者の割合が６割未満の規定、許可病床４００床以上の病院は、地域包括ケ

ア病棟の設置は不可となったところでございます。当院の転棟患者につきましては、再編後、引き

続き急性期病棟での療養が可能でございまして、また、地域包括ケア病棟の運営により得られた在

宅復帰や退院調整に関するノウハウを生かすことにより、地域の医療ニーズに引き続き対応できる

ものと考えましたことから、地域包括ケア病棟の廃止を選択したものでございます。 

○まじま委員 平成２８年５月に設置されたこの地域包括ケア病棟でありますが、急性期治療を経
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過して、症状が安定した患者さんに対して入院ということを行っているというわけで、今時点でも、

やはり急性期治療を終えてどこに行くか悩んでいらっしゃる御家族というのは、たくさんいらっし

ゃると思います。その受け皿になるのではないかと思っていまして、他院から転院してくる患者さ

んが少ないという状況は市立病院にはあるんでしょうけど、そこを何とかしていくことが経営管理

として必要ではないのかなというふうな思いを持っております。 

先ほども少し触れられましたけども、地域包括ケア病棟を廃止することでの経営的な影響という

のはどのようにお考えでしょうか。 

○堀内市立旭川病院事務局次長 今回の病棟再編に伴う経営への影響でございますけれども、休床

となるために、収益減というものは一定程度あるものの、看護師減によります人件費の減額等によ

り、経営面ではプラスというふうになるものと判断はしておりますが、これには先ほども事務局長

のほうから申し上げましたとおり、一般病棟の病床利用率が今よりも上昇するということが必須条

件となってくるため、引き続き、病床利用率の向上に向けた取り組みをしっかりと行ってまいりた

いというふうに考えております。 

○まじま委員 やむを得ない判断であったということなんでしょうけれど、今回の病棟再編で病床

数が４００床を切るということになると、さっき答弁いただきましたが、改めて、このことで施設

基準や診療報酬など、ほかに影響はあるのかないのか、どのようにお考えでしょうか。 

○俵市立旭川病院事務局医事課長 現在、当院の許可病床数は一般病床が３７２床、精神病床１０

０床、感染症病床６床の合計４７８床でございますが、今回の地域包括ケア病棟３８床の廃止は休

床の扱いとするため、許可病床数に変更はございません。このことにより、診療報酬上で直接の影

響はございませんが、先ほど申し上げましたが２０２０年度の診療報酬改定において、許可病床数

が４００床以上の病院は、新たに地域包括ケア病棟の設置ができないこととなる予定ではございま

す。 

○まじま委員 今回なくしてしまったら、もうこの後は、再度設置ができないということですので、

そこは本当に慎重に見なければいけないのではないかなというふうに思います。国の診療報酬改定

でそういう流れがあるというのは確かにそうなんでしょうけど、不採算部門を含めて地域ニーズを

しっかりと把握することが、まずは必要ではないかというふうに思います。 

最初に伺ったときに、看護師の不足ということが答弁でもありましたけれども、第４回定例会で

も看護師の負担が大きいということで、補助者を採用するということについて質疑をさせていただ

きまして、看護業務が大変なんだろうなということは想像していたんですが、まさかそのことが病

棟再編にまでつながる状況になっているということは、考えが及んでいませんでした。そこまで看

護師の不足が厳しい状況にあるんだなということは、今、再認識したところです。 

それで、現在どの程度、看護師が不足しているのか、新年度の不足数をどのように見込んでいる

のか、その対策について伺いたいと思います。また、この間実施されてきた給与削減などの影響な

どはあるのでしょうか。見解を伺いたいと思います。 

○堀内市立旭川病院事務局次長 看護師の状況ですが、当院の看護師につきましては、今年度の募

集においても３０名募集ということで、採用試験につきましても合計で５回実施をさせていただき

ましたが、そこで８名の採用にとどまり、令和２年度当初でおよそ２０名程度の看護師が不足とな

るという見込みとなったところでございます。このたびの病棟再編によりまして、休床する７階東
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病棟の看護師は１９名おりますが、この１９名をほかの各病棟のほうに配置するということになる

わけです。しかし、慢性的に看護師が不足しているということから、今後は随時の募集も行ってい

くこととしておりまして、育児休業や有給休暇の取得など、看護師の労働環境の改善のためにも、

看護師の確保というものを一層進めていく必要があるというふうに考えております。このため、看

護学生に対して学校に出向いての説明会の実施、病院の見学会といったこれまでの取り組みに加え

まして、来年度は新たに奨学金の貸付制度を創設しまして、看護学生が当院を就職先として選んで

もらえるよう取り組みを進めることといたしました次年度予算案を、この定例会に提案していると

いうところでもございます。また、医療系の資格を持つ職員を対象に、資格手当のようなものを新

たに支給するということも検討しているところでございますし、また、認定看護師の資格取得のた

めの経費も支援するなど、職員の離職防止というものにも取り組んでまいりたいというふうに思っ

ております。 

それから、給与削減の関係でございますが、現時点では給与削減を理由に退職をしたという看護

師はおりませんが、削減を理由に当院への就職を敬遠しているという可能性は、ゼロではないとい

うふうに考えられることから、今まで申し上げたこれらの取り組みを今後、総合的に実施すること

で、看護師など必要な人材の確保を図っていきたいと考えております。 

○まじま委員 病院の経営の安定性を見る上で必要なのが、やっぱり医師数と看護師数だというふ

うに思いますので、いろんな機会を捉えて、つながりをつくっていただきたいというふうに思いま

す。 

昨年の９月、厚労省が発表した再編・統合の検討を要する病院のリストの中に、市立旭川病院の

名前も挙がっていたという経過があります。看護師不足については、その影響があったのかどうか。

そこについてお尋ねしたいのが１点と、あの公表は、ことしの９月までに対応方針を決めるように

というものであったというふうに受けとめております。今回の病棟再編というのは、厚労省が考え

る診療縮小に道を開くものになるのかどうか、そこについての見解を伺いたいと思います。 

○堀内市立旭川病院事務局次長 厚労省の発表と今回の病棟再編という関係でございますが、今回

の病棟再編は、厚労省からの地域医療構想調整会議の議論への再検証の要請に基づいたものではな

く、当院の看護師不足をきっかけとした病棟の維持や、看護師の労働環境の改善等を目的としたも

のでございます。看護師不足への影響といたしましては、ことしの看護師の採用についての応募に

は、これらが少なからず影響はあったものというふうには考えられます。 

また、診療の縮小という御指摘をいただきましたが、病棟再編の検討に当たっては地域の医療需

要への影響を最小限にするということも重要かと考えたところでございまして、今回、廃止した地

域包括ケア病棟は、他の一般病棟と比較して利用率が低いと。また、休床しても一般病棟のほうで

多くの患者様を引き続き当院で受け入れ、療養いただくことができるといったことで判断をしたと

ころでございまして、今回の再編が診療縮小につながるというふうには考えてございません。 

○まじま委員 そこについて見解を伺って、ちょっと安心しました。引き続き、病院経営は本当に

厳しい状況が続いていくのかなというふうに思います。次の診療報酬の改定というのが近づいてい

ると思いますが、今後の経営見通しについて伺って、今回の質疑を終わらせていただきます。 

○浅利市立旭川病院事務局長 いろいろある中での今後の経営見通しということでございますが、

今、診療報酬のお話が出ましたけれども、令和２年度の診療報酬は、総体で０．４６％のマイナス
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改定ということになっておりますし、７対１の配置基準につきましても、入院患者の看護必要度で

ありますとか、重症度のデータ基準が厳しくなっているということもわかっております。それに加

えまして、会計年度任用職員の導入でありますとか、あるいは医師不足等によります患者数の減、

さらには高額の医療機器、あるいは電子カルテ等の更新というのも今後控えているところでござい

まして、そういった意味では経営環境というのは、非常にまだまだ厳しい状況が続くのではないか

と考えてございます。現時点では単年度黒字という部分につきましては、当面、非常に難しいのか

なというふうに考えておりますけれども、一方で、地域医療を支える重要な医療機関という自覚を

持っておりまして、そういった意味ではしっかりその役割というものを担いまして、今後も質の高

い医療の提供でありますとか、看護師を含めた人材の確保、そして育成という部分についても、公

立病院としての責任を果たしていきたいというふうにも考えておりますし、また、患者さんの利便

性というものも、当院は他病院に比べて決してまさっているとは思っておりませんので、そういっ

た観点からも利便性の向上を図るようなさまざまな取り組みも、今後はやはり行っていかなければ

ならないのかなというふうに思っております。それらの取り組みを加えまして、地域の医療機関や

市民に対して当院の魅力といったものを訴えかけていきたいというふうに思っております。 

新年度は当院開院９０年という一つの節目の年でございまして、そういった意味ではこの節目の

年を一つの契機といたしまして、職員が一丸となって、こういった経営改善に取り組む、あるいは

患者様の立場により寄り添うというような病院を目指していきたいというふうに考えてございます。 

○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。 

（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは、報告事項については終わりたいと思います。 

以上で、本日の議事について全て終了いたしました。常任委員会をこれにて散会いたします。 

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

散会 午前１１時０２分 

 

 


