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開会 午前１０時０３分

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

○高木委員長 それでは、ただいまより建設公営企業常任委員会を始めさせていただきます。本日

は全員の出席であります。

これより、委員会のほうを進めてまいります。まず１点目になりますけれども、令和元年第３回

定例会提出議案について、それぞれ理事者より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３回定例会提出議案につきまして、建築部にかかわります

議案の御説明をさせていただきます。認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算の認定につい

て、建築部所管の主な事業につきまして、平成３０年度旭川市各会計歳入歳出決算事項別明細書に

基づき御説明申し上げます。

最初に９８、９９ページをごらんください。８款土木費についてでございますが、全体事業費の

支出済み額１６５億９千３０万７千６２３円のうち、建築部所管分につきましては、予算現額１３

億７２６万９千円に対しまして、支出済み額１１億５千５３０万７千１８９円、翌年度繰越額が３

２５万４千円、不用額が１億４千８７０万７千８１１円で、執行率は８８．４％となってございま

す。

それでは、主な事業につきまして、目別に御説明いたします。まず、１項土木管理費、２目建築

総務費につきましては、支出済み額１千２０６万３千３６８円となっておりまして、市有施設定期

点検費におきまして、市有施設の定期点検業務等を実施したほか、管理事務費において、住宅建築

行政及び公共工事を円滑に推進するための事務経費を支出したものでございます。

次に、３目建築指導費につきましては、支出済み額９千８９万７４９円のうち、建築部所管分は、

宅地造成指導費を除く９千７５万４千８２１円となっており、住宅雪対策費において、住宅に関す

る雪対策を推進するため、融雪施設の設置などにかかわる工事費の一部を補助したほか、高齢化対

応住宅普及促進費、並びに住宅改修促進費において、長く住み続けられる住まいづくりを推進する

ため、既存住宅のバリアフリー化や省エネ化などを図る住宅改修費の一部を補助したものでござい

ます。また、建築物安全推進事業補助金におきましては、利用者が多い民間建築物のアスベスト調

査に要する費用を支出したほか、建築物耐震改修促進費におきましては、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て補助を行うため、補正予算として、３２５万４千円を計上いた

しましたが、耐震補強設計の完了が令和元年度となるため、その全額を翌年に繰り越ししたもので

ございます。さらに、空き家等総合対策費におきましては、特定空き家等の除却に要する費用の一

部を補助したほか、所有者不在空き家の相続財産管理人選任申し立てに関する費用を支出したもの

でございます。

次に、２枚めくっていただきまして１０２、１０３ページをごらんください。５項都市計画費、

１目都市計画総務費につきましては、支出済み額１億８千４８２万５千３５１円のうち、建築部所

管分につきましては、屋外広告物対策費として５０７万４千３５５円となっており、屋外広告物の

適正な掲出を図るため、違反広告物除却業務委託や取り締まり、屋外広告物の実態調査などを実施

したものでございます。

次に、１枚めくっていただきまして１０４、１０５ページをごらんください。６項住宅費、１目
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住宅管理費につきましては、支出済み額１億７千５０６万４千７０７円となっており、市営住宅管

理費におきまして、市営住宅の適切な管理を行うため、機械や設備の管理業務委託などを実施した

ほか、高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金において、高齢者の安定した住居確保のため、優良賃貸

住宅に対する家賃の一部を補助したものでございます。

次に１枚めくっていただきまして、１０６、１０７ページになります。２目市営住宅建設費につ

きましては、支出済み額２億６千２２２万４千８８円となっており、市営住宅整備費におきまして、

第２豊岡団地新１号棟Ｂ工区４２戸の建設工事や旧住棟の解体工事などを実施したものでございま

す。

次に、３目市営住宅改善事業費につきましては、支出済み額６億１千１２万５千８５０円となっ

ており、市営住宅改善費において、退去家屋の修繕や畳の取りかえなど、計画的な修繕などを実施

したほか、市営住宅管理業務改善費におきまして、修繕受付業務と収入申告発送回収業務の２つの

業務を民間事業者に委託したものでございます。また、市営住宅整備関連費におきましては、用途

廃止等に伴う移転料を支出したほか、市営住宅改修費におきましては、春光２区団地３号棟の外壁

改修工事や、忠和団地の内部改修工事などの計画的な大規模改修等を行ったものでございます。以

上が建築部所管事業の決算概要についてでございます。

続きまして、議案第８３号、旭川市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て御説明申し上げます。本年６月に施行されました建築基準法の改正に伴いまして、建築物の用途

を変更して、一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和規定が新設されたことか

ら、条項の整備及び手続規定の追加を行うものであり、公布の日の施行を予定しているところでご

ざいます。

続きまして、議案第８４号、旭川市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

手数料の見直しに関するものであり、屋外広告物許可申請等手数料１３項目につきまして、「受益

と負担の適正化」へ向けた取組指針に基づく見直しを行った結果、１１項目の手数料を改定するも

のでございます。

最後となりますが、報告第４号、専決処分の報告について御説明申し上げます。本件は、報告議

案の整理番号１から３に記載されております者を相手方とし、本市を申立人とする賃料請求事件に

関する訴え提起前の和解、いわゆる即決和解についてでございます。報告に記載されております者

は、いずれも長期にわたって市営住宅の家賃を滞納しており、適正な市営住宅の管理運営に重大な

支障を来していたことから、最終催告書兼住宅明け渡し予告書を送付したところ、和解の申し入れ

と和解確約書の提出がありましたので、旭川市営住宅使用料等滞納整理等事務処理要綱の規定に基

づきまして、即決和解することとし、本年８月２３日に専決処分をさせていただいたものでござい

ます。和解の主な内容についてでございますが、市営住宅滞納家賃を分割して支払うこと、分割金

の支払いを３カ月分怠ったときは、滞納家賃の残金を直ちに支払うこととし、支払わないときは市

営住宅を明け渡すこと、家賃を３カ月分滞納したときは、市営住宅を明け渡し、残金を支払うこと

となってございます。以上、地方自治法第１８０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。建築部からの提出議案に関する御説明は以上となります。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 令和元年第３回定例会提出議案について御説明いたします。初めに、認定第１号、
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平成３０年度旭川市一般会計決算の認定についての土木部所管分につきまして、旭川市各会計歳入

歳出決算事項別明細書に基づき御説明させていただきます。最初に、９８ページ、９９ページをご

らんください。８款土木費についてでありますが、全体事業費の支出済み額１６５億９千３０万７

千６２３円のうち、土木部所管分につきましては、資料がなく申しわけございませんが、予算現額

１６４億７千２５６万２千１２５円に対しまして、支出済み額は１４０億４千７３４万２千７６９

円、翌年度繰越額１２億６千２３０万２千６６４円、不用額は１１億６千２９１万６千６９２円で、

執行率は８５．３％となっております。

次に、目別に御説明いたします。最初に、８款１項１目、土木総務費、支出済み額１千２３万３

千３７７円につきましては、土木部全般にかかわる庶務的経費に要したものであります。

続きまして１００ページ、１０１ページをごらんください。８款２項１目、道路橋りょう総務費、

支出済み額２億５千８１万１千１５６円につきましては、町内会等における街路灯の設置費や電気

料金の一部を助成したほか、買物公園の自転車対策経費や、道路法に基づく台帳の整備、さらには、

登記簿と現地の整合を図る地籍調査などに要したものでございます。

続きまして、８款２項２目、道路橋りょう維持費、支出済み額４８億８千８３０万１千２２円に

つきましては、冬の除雪や道路の維持管理経費のほか、街路灯やロードヒーティングの光熱水費な

どに要したものであります。

続きまして、その下の８款２項３目、道路橋りょう新設改良費、支出済み額が４８億８千９７２

万６９１円でありますが、都市基盤の整備を促進するため、幹線道路を初め、日常生活にかかわる

生活道路や側溝の整備など、道路の新設改良事業のほか、雪対策事業等に要したものでございます。

なお、備考にございますが、平成３０年度繰越明許費についてでありますが、道路橋りょう整備費

において８千８０３万２千４００円を令和元年度に繰り越したものでございます。

続きまして１０２ページ、１０３ページ上段をごらんください。８款３項１目、河川整備費、支

出済み額１億２千３２７万１千８１７円につきましては、浸水被害の防止及び地域住民の生活環境

の整備を図るため、市が管理する河川の整備に要したものでございます。

続きまして、一つ飛びまして、８款５項１目、都市計画総務費、支出済み額１億８千４８２万５

千３５１円のうち、土木部所管の北彩都ガーデン管理費、支出済み額６千６３１万７千５７８円に

つきましては、あさひかわ北彩都ガーデンの維持管理に要したものであります。

続きまして１０２ページ、１０３ページ下段及び１０４ページ、１０５ページ上段をごらんくだ

さい。８款５項２目、街路事業費、支出済み額１３億２千４１万３５３円につきましては、大雪通

や神楽３条通など都市の骨格を形成する都市計画道路４路線の整備や、市道から道道に昇格した永

山東光線の用地買収に要したものであります。なお、備考にありますが、平成３０年度繰越明許費

についてでありますが、都市計画道路整備受託費において３億９千５９７万２６４円を令和元年度

に繰り越したものでございます。

続きまして、８款５項３目、緑地公園費、支出済み額２４億９千８２７万６千７７５円につきま

しては、東光スポーツ公園を初め、各種公園の整備や維持管理及び緑化事業などに要したものでご

ざいます。なお、備考になりますが、平成３０年度繰越明許費についてでありますが、運動公園整

備費において７億７千８３０万円を令和元年度に繰り越したものでございます。

最後にページが飛びますが、１２０ページ、１２１ページをごらんください。一番下にあります
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１１款２項１目、公共施設災害復旧費、支出済み額４億１千７８４万７千１２円につきましては、

平成３０年７月の豪雨などで崩壊した道路１５カ所、河川１２カ所及び公園４カ所について、復旧

工事を実施したものでございます。なお、備考でありますが、平成３０年度繰越明許費についてで

ありますが、土木災害復旧費において７千２００万円を令和元年度に繰り越したものでございます。

以上、土木部所管の決算の概要の御説明をさせていただきました。

続きまして、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１０ページをご

らんください。１０ページ一番下の８款２項３目、道路橋りょう新設改良費でございますが、道路

側溝整備費として２億円を追加補正しようとするものでございます。事業の内容につきましては、

本年度の融雪期の凍上により、早急に対応が必要な生活道路の改良工事を行うものでございます。

なお、財源としては、起債を充当するため、ページ戻りまして８ページの一番下にありますが、２

３款１項６目、土木債のうち、道路橋りょう整備事業債として１億８千万円を追加補正し、またペ

ージ戻りまして、４ページの一番下、第３表、地方債補正のとおり、限度額を変更しようとするも

のでございます。

続きまして、同じく４ページ一番上の第２表、債務負担行為補正をごらんください。初めに、３

つ目の総合除雪維持業務委託料でございますが、将来的な除雪業者の安定確保を図るため、昨年に

引き続き、夏冬通年化を行うものであり、冬の総合除雪業務に加え、春の雪堆積場解体業務の一部

や草刈り業務などを一体化するものでございます。そのため、令和元年１１月から令和２年１０月

までの業務委託に係る契約のうち、令和２年度分の２億８千３２３万８千円を債務負担行為として

設定しようとするものでございます。

次にその下、雪堆積場借上料でございますが、雪堆積場確保のため、神居町忠和の土地を今年度

から来年度にかけて借り上げる予定でございます。そのため、令和元年１２月から令和２年６月ま

での借り上げ期間のうち、令和２年度分の９万円を債務負担行為として設定しようとするものでご

ざいます。以上が、土木部所管に係る補正予算の概要でございます。

続きまして、少し飛びまして、議案第８５号をごらんください。議案第８５号、旭川市自転車の

放置の防止に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。条例第１

４条第１項の撤去自転車等返還手数料につきまして、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針に

基づき見直しを行った結果、自転車の返還手数料を１千円から１千５００円に改定するものでござ

います。

続きまして、議案第８６号でございます。第８６号は、旭川市都市公園条例の一部を改正する条

例の制定でございますが、こちらにつきまして御説明申し上げます。本案は、「受益と負担の適正

化」へ向けた取組指針に基づき見直しを行った結果、３９カ所の公園施設の使用料を改定するもの

でございます。

続きまして、議案第８７号、旭川市駐輪場条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案

理由を御説明申し上げます。条例第９条の２第１項の撤去自転車等返還手数料につきまして、同じ

く見直しを行った結果、議案第８５号と同様、自転車の返還手数料を１千円から１千５００円に、

原動機付自転車の返還手数料を２千円から３千円に改定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。
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○高木委員長 上下水道部長。

○富岡上下水道部長 第３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。まず最初に、水道局が所管いたします簡易水道事業、農業集落排水事業、水道事業及び

下水道事業の４会計にかかわります平成３０年度決算につきまして、平成３０年度決算の概要に基

づき、御説明をさせていただきます。

初めに、認定第７号、平成３０年度旭川市簡易水道事業特別会計決算の認定についてでございま

すが、１ページ目の上段をごらんください。まず、歳入でありますが、決算額１億１千４８０万３

６４円となり、予算と比べて４０万４千６３６円の減となっております。歳出では、決算額１億３

３７万４千５６円となり、西神居地区、江丹別地区で実施している簡易水道施設の運転管理や、浄

水施設の修繕等を実施しております。なお、不用額は１千１８３万９４４円となっておりますが、

これは主に、漏水調査業務委託の減と、道路改良工事未実施による工事請負費の減によるものでご

ざいます。この結果、歳入歳出差し引き差額は１千１４２万６千３０８円となっております。なお、

平成３１年４月１日から簡易水道事業の地方公営企業法適用に伴い、３月３１日をもって特別会計

の出納を閉鎖し、会計統合した水道事業会計に引き継いでおります。

続きまして、認定第８号、平成３０年度旭川市農業集落排水事業特別会計決算の認定についてで

ありますが、同じく１ページ目の下段をごらんください。まず歳入ですが、決算額３千９０５万７

千７１０円となり、予算と比べて３６万５千２９０円の減となっております。歳出では、決算額３

千５６６万５千１０２円となり、千代ヶ岡地区農業集落排水処理施設の運転管理、施設等の修繕等

を実施しております。なお、不用額は３７５万７千８９８円となっておりますが、これは主にマン

ホール補修等の修繕費の減、また施設故障緊急調査の委託料の減によるものでございます。この結

果、歳入歳出差し引き差額は３３９万２千６０８円となっております。なお、平成３１年４月１日

から、これも同じく地方公営企業法適用に伴いまして、３月３１日をもって特別会計の出納を閉鎖

し、会計を統合した下水道事業会計に引き継いでおります。

次に、認定第１２号、平成３０年度旭川市水道事業会計決算の認定についてでございます。資料

の２ページ目をごらんください。まず、収益的収支でございますが、水道事業収益では、決算額６

０億３千６０万９千７３０円となり、予算と比べて４千４７４万４千２７０円の減となっておりま

す。これは、資料の右の説明欄にありますように、主に雑収入の減によるものでございます。一方、

水道事業費用では、決算額５５億５千５９６万１千５３５円となり、不用額は３億８千５５３万３

千４６５円となっておりますが、これは主に取水費、浄水費、配水費、給水費、職員給与費の減に

よるものでございます。次に、資本的収支でございますが、資本的収入では、決算額１６億３万６

千４３０円となり、予算と比べて１億１８５万１千５７０円の減となっておりますが、これは主に

企業債の減によるものでございます。一方、資本的支出では、決算額５０億３千５６１万３千２６

３円となり、不用額は１億３千４２９万９千７３７円となっておりますが、これは主に建設改良費

のうち、配水管や浄水場の工事請負費が減になったことによるものでございます。平成３０年度に

おける主な建設改良工事等についてでございますが、神楽地区、また神居町雨紛などにおきまして、

配水管布設工事を実施しております。また、漏水が起きやすい接着型継ぎ手の塩化ビニール管布設

がえ工事を平成１５年度から実施しており、末広地区、神楽岡地区などで布設がえ工事を実施して

おりますほか、経年劣化や道路改良工事等に伴い、緑が丘地区、豊岡地区などで管渠の布設がえ工
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事を実施しております。また、浄水場等の施設工事といたしまして、浄水場の中央監視設備、水質

試験棟空調設備、計装機器等の更新工事を実施しております。このほか量水器、水道メーターでご

ざいますが、また消火栓等の設置工事を実施しております。以上のとおり、資料の一番下に記載し

ておりますが、当年度純利益は３億８３万９千３１５円、当年度資金収支は２億４千８６３万５９

円の減となり、当年度末資金残高は１６億２千６３０万４千３２５円となっております。

続きまして、認定第１３号、平成３０年度旭川市下水道事業会計決算の認定についてでございま

す。資料の３ページ目をごらんください。まず、収益的収支でございますが、下水道事業収益では、

決算額９２億８千３１９万６千５４２円となり、予算と比べて１千３４８万８千５４２円の増とな

っております。一方、下水道事業費用では、決算額８５億３４３万１千７１７円となり、不用額は

１億１千５６２万２千２８３円となっておりますが、これは主に職員給与費の減によるものでござ

います。次に、資本的収支でございますが、資本的収入では、決算額２２億４千８８９万６千５９

７円となり、予算と比べて１０億１千９６８万５千１２７円の減となっておりますが、これは主に、

企業債、国庫補助金の減によるものでございます。一方、資本的支出では決算額５７億１千８４３

万２千２８３円となり、不用額は２億８９７万１千５７円となっておりますが、これは主に建設改

良費のうち、下水管または処理場の工事請負費及び委託料が減になったことによるものでございま

す。平成３０年度における主な建設改良工事等についてでございますが、神楽３条通、旧永山３号

川上流１号幹線などで下水管布設工事を実施しております。また、中央地区、緑が丘地区などで下

水管布設がえ工事を実施しております。そのほか、公共ます設置工事を２２５カ所、施設の工事で

は、下水処理センターの受変電設備や反応タンクの更新工事のほか、中継ポンプ室の中央監視シス

テムの更新工事などを実施しております。以上のとおり、資料の一番下に記載しておりますが、当

年度純利益は７億３千３５３万７千４３６円、当年度資金収支は１億７千７１８万５千１５９円の

減となり、当年度末資金残高は１１億９千９０８万７千７５円となっております。以上が、水道局

所管の４会計に係る決算の説明とさせていただきます。

引き続き、公営企業にかかわります条例の改正について御説明いたします。初めに、議案第１３

号、旭川市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定でございますが、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公

布による関係法律の一部改正に伴い、管理者の期末手当の支給に関する規定を整備するほか、附則

中の元号表記を平成から令和に改めようとするものでございます。

次に、議案第１５号、旭川市一般職の職員に対する退職手当支給条例及び旭川市企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、議案第１３号と同様の

理由によりまして、旭川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における企業職員の期末手

当の支給に関する規定を整備するほか、地方公務員法の改正等に伴い、会計年度任用職員の導入に

係る規定について整備しようとするものでございます。

次に、議案第８８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でございますが、

これも議案第１３号と同様の理由によりまして、排水工事指定店の指定の要件に関する規定を整備

するほか、引用している条例の名称を改めようとするものでございます。

次に、議案第８９号、旭川市水道事業給水条例の一部を改正する条例及び旭川市下水道条例の一

部を改正する条例でございますが、題名及び両条例で引用している条例の名称を改めるほか、旭川
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市下水道条例の目次を改め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 それでは、令和元年第３回定例会に提出する議案のうち、市立旭川

病院にかかわる部分につきまして御説明申し上げたいと思います。まず、認定第１４号、平成３０

年度旭川市病院事業会計決算につきまして、本日、お手元のほうに配付させていただきました平成

３０年度病院事業会計予算決算比較（税込）に基づきまして、その概要につきまして説明を申し上

げたいと思います。最初に、配付資料の上段にございます平成３０年度業務実績でございますけれ

ども、年間患者数といたしましては、入院では、予算時には１２万２千２７５人に対しまして、実

績では１２万１千５５３人、７２２人の減、１日当たりで申し上げますと、予算では３３５人に対

しまして３３３人と２人の減となっております。また、外来につきましては、予算時では２３万９

千１１２人に対しまして、実績では２３万７千６１８人ということで１千４９４人の減、１日当た

りで申し上げますと、予算では９８４人に対しまして９７７．９人ということで６．１人の減とな

ってございます。また、主要な建設改良事業といたしましては、透析通信システムを整備したとこ

ろでございます。

続きまして、収益的収支でございます。病院事業収益では決算額１１９億９千６３７万２千７１

８円で、予算に対しまして１億４７９万８千２８２円の減となってございます。減となった主な理

由といたしましては、本院医業収益のうち、入院収益及び外来収益が減少したことなどによるもの

でございます。一方、病院事業費用におきましては、決算額１１３億５千５１０万７２５円でござ

いまして、予算に対しまして３億５千２１０万８千２７５円の不用額が生じてございます。不用額

が生じました主な理由といたしましては、本院医業費用における給与費、材料費、経費が減少した

ことなどによるものでございます。以上の結果によりまして、損益計算の面から見ますと、当年度

は６億４千１０５万４千９８３円の純利益となりまして、当年度の未処理欠損金といたしましては、

１５８億６千１８４万９千４３１円になったものでございます。

次に資本的収支でございますが、資本的収入は、決算額１０５億６千１５７万４千円で、主に負

担金の減によりまして予算に対し２千１７２万８千円の減となり、資本的支出では、決算額１１１

億５千３３０万１千８９３円で、主に建設改良費の減によりまして、予算に対して３千２２８万２

千１０７円の不用額を生じております。なお、資本的収支の不足額につきましては、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額で補填し、なお不足する金額につきましては、一時借入金で措

置をしているところでございます。

最後に、実質的収支としての資金収支でありますけれども、配付資料の右下欄外にございますと

おり、当年度資金収支はマイナス１億１千３１７万３千３７円、当年度末の資金残高は７億９千５

６２万２千３４５円の資金不足となってございます。以上が、平成３０年度旭川市病院事業会計決

算についての概要でございます。

続きまして、本定例会に提案を予定しております条例の改正につきまして御説明を申し上げたい

と思います。議案第９０号、市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますけれども、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針に基づきまして、市内の他

の公的病院及び市外の公立病院などに照会を行うなど見直しを行った結果、当院が発行いたします
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文書料の額を改めることに伴いましての改正となってございます。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 ただいま、理事者の皆様から説明をいただきました。委員の皆さんから発言ござい

ますでしょうか。

（「なし」の声あり）

こちらは定例会への提出議案ということでありますので、本日の段階では説明を受けたというこ

とにとどめておきたいというふうに思っております。

それでは、続きまして報告事項に入ります。報告事項３点ありますけれども、まず、令和元年第

３回定例会提出議案にかかわる事項ということで、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、そして、第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事等に係る変更契約の締結について、この

２点について、理事者から報告をいただきます。

建築部長。

○太田建築部長 それでは、第３回定例会提出議案にかかわります事項について、建築部にかかわ

りのある部分についての御説明をさせていただきます。議案第４号となりますが、旭川市手数料条

例の一部を改正する条例の制定につきましては、総合政策部所管の案件でございますけれども、建

築部にかかわりがございますので御説明申し上げます。別表に記載がございますが、建築部が所管

いたします証明手数料２項目及び、建築確認申請などの建築関係手数料４８０項目につきまして、

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針に基づき見直しを行った結果、４７８項目の手数料を改

定するものでございます。また、本年５月に公布されました建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律の一部改正に伴いまして、対象が拡大いたします建築物エネルギー消費性能向上計画認

定に係る規定の整備のため、あわせて改正を行うものでございます。なお、建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律の一部改正に伴う規定の整備につきましては、同法律の一部を改正する

法律の施行日、または改正条例公布の日のいずれか遅い日の施行を予定しているところでございま

す。

続きまして、報告第５号、専決処分の報告につきましては、総務常任委員会所管の案件でござい

ますが、整理番号１につきましては、建築部にかかわりがございますので、御説明申し上げます。

本件は、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

した第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、旭川市

建設工事請負契約約款第２５条第６項に定める、いわゆるインフレスライド条項を適用し、契約金

額を５６１万８１６円増額し、８億１千５６１万８１６円に変更したものでございます。建築部に

かかわる案件に関する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 土木部長。

○熊谷土木部長 初めに、議案第４号、旭川市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまし

ては、総合政策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、御説明申し上

げます。土木部の関係は、地籍調査成果の閲覧交付手数料でございます。これらは、「受益と負担

の適正化」へ向けた取組指針に基づき見直しを行った結果、別表中、３段目にありますとおり、地

籍調査成果の閲覧手数料を１枚２５０円から１筆３１０円に、また、別表中その下４段目のとおり、

地籍調査成果等の写しの交付手数料のうち、用紙の大きさがＡ３以下のものを１枚３００円から１
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筆３３０円に、用紙の大きさがＡ３を超えるものを１枚１千３００円から１筆１千３８０円に改定

するものでございます。

続きまして、報告第５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、

整理番号２番及び３番は、土木部にかかわりがございますので、御説明申し上げます。本件は、東

光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ａ）新築工事、及び東光スポーツ公園複合体育施設（武

道館）（Ｂ）新築工事にかかわるものでございます。平成３０年６月１５日に議決いただきました

東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ａ）新築工事について、契約金額５億２千９２０万円

で契約締結いたしましたが、その後の労務費の値上がりによる増額が生じましたことから、契約金

額を５億３千３１８万６千７１２円に、また同じく、東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）

（Ｂ）新築工事について、契約金額４億６千７６４万円を、４億７千１１２万５千９１６円に改め

たもので、いずれも８月２３日に専決処分させていただいたので、御報告いたします。以上です。

よろしくお願いいたします。

○高木委員長 ただいま２点について報告をいただきました。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）

次に、提出議案以外の事項ということで、パークゴルフ場の芝の管理について、理事者から報告

をお願いいたします。

土木部長。

○熊谷土木部長 パークゴルフ場の芝の管理でありますが、土木部が所管する河川敷地のパークゴ

ルフ場の状況及び芝の管理につきまして、御報告いたします。資料をお配りしております。表にあ

ります９カ所のパークゴルフ場は、土木部が所管する河川敷地のパークゴルフ場であり、いずれの

施設も散水設備などが整っていない状況にございます。こうした中、下の参考に記載しております

ように、ことしの気象状況は、４月から７月までの降雨量が例年に比べ少なく、特に７月は、平年

値が１０８．７ミリの降雨量のところ、ことしはその半分以下の５１ミリの降雨量でありました。

また、気温につきましても、比較的高温の日が続き、とりわけ５月は、最高気温の平年値が１７．

７度のところ、ことしは２５度以上の日が８日、また、３０度以上の日が２日あり、２６日には、

最高気温が３４．３度を記録いたしました。このように、ことしはパークゴルフ場にとって厳しい

気象条件であり、土が乾燥する日も非常に多く、これら散水設備などが整っていない河川敷地のパ

ークゴルフ場では、一部で芝が枯れた状況なども見られ、利用者からプレーがしにくいなどの意見

もいただいたところでございます。そのため、本市といたしましては、指定管理者と協議しながら、

芝の刈り方や養生の方法などの工夫をして対応し、さらには、８月には例年並みの降雨量があった

こともあり、芝の状況も一時よりは回復し、これまで通常どおりの運営を続けてきたところでござ

います。しかしながら、資料中の芝の状況にありますように、現状におきましても、河川敷地の９

カ所のパークゴルフ場のうち、６カ所のパークゴルフ場においては、雨不足の影響と思われるフェ

アウェイやグリーンの一部に芝が生えていない部分が見受けられております。そのため、８月末か

らは、利用者のプレーに影響が出ないよう工夫し、種をまく作業を行いながら、芝の生育状況を見

守っているところでございます。今後も引き続き、指定管理者と連携しながら、芝の管理に努めて

まいりますが、今回播種した芝の生育状況によっては、来年のパークゴルフ場の利用にも影響を及
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ぼしますので、今後の生育状況に応じては、利用者に十分に周知した上で、条例上の使用期間であ

る１０月２０日よりも、例えば１週間もしくは２週間程度早目にパークゴルフ場をクローズするな

ど、しっかり芝の養生を行っていかなければならないと考えているところでございます。以上、パ

ークゴルフ場の芝の状況及び今後の管理について御報告いたしました。よろしくお願いいたします。

○高木委員長 ただいま、理事者のほうからパークゴルフ場の芝の管理について御報告をいただき

ました。委員の皆さんから発言ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

本日の議事の予定は全て終了いたしました。これにて建設公営企業常任委員会を散会いたします。

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

散会 午前１０時４９分


