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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開会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点目でありますが、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） 

それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０４分 

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

再開 午前１０時１０分 

○高木委員長 それでは、再開いたします。 

ただいまの陳情第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は、説明を

受けたばかりですので、今回は保留とさせていただきたいと思いますが、皆さんよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

それでは、次の項目に移ってまいりたいと思います。２点目、令和元年第４回定例会提出議案に

ついて、議案第１号、議案第６号ないし議案第８号、議案第１３号、議案第１５号、議案第２４号

ないし議案第２７号になりますけれども、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 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、建築部所管分について

の御説明を申し上げます。 

補正予算事項別明細書の１２ページをごらんください。下から２段目にございますが、８款土木

費、６項住宅費、２目市営住宅建設費の市営住宅整備費でございます。補正額は９億７千２２０万

８千円で、財源は国庫支出金が３億９７１万１千円、市債が６億５千２２０万円、一般財源が１千

２９万７千円となっております。これは、今年度から２カ年にわたり実施してございます第２豊岡

団地２号棟Ａ工区建設工事等につきまして、今年度の国の予算に余剰があることに伴いまして、令

和２年度における事業費の一部を前倒しいたしまして、令和元年度補正予算として計上したもので

ございます。なお、事業実施に際しましては、ちょっと戻っていただいて３ページにございますが、

第３表、繰越明許費の８款土木費、６項住宅費、市営住宅整備費にお示ししてありますように、そ

の全額を翌年度に繰り越すものでございます。また、今回の補正に伴いまして、同じく３ページ、

第５表、地方債補正（変更分）の２段目にございます公営住宅建設事業にお示ししてございますよ

うに、公営住宅建設事業の限度額を９億２千４００万円から６億５千２２０万円引き上げ、１５億

７千６２０万円にしようとするものでございます。建築部からは以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○高木委員長 上下水道部長。 

○富岡上下水道部長 第４回定例会提出議案のうち、水道局にかかわります議案につきまして御説
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明いたします。 

まず、水道事業会計及び下水道事業会計の補正予算でございますが、内容としましては、国の人

事院勧告に準じて実施する給与の改定及び昇給抑制の一部回復措置に伴う補正となっております。

初めに、議案第６号、令和元年度旭川市水道事業会計補正予算についてでございます。補正予算書

３５ページをごらんください。収益的収支では、支出の部、１款１項７目の職員給与費で４５０万

１千円、資本的収支では、１款１項１目の職員給与費で、８６万７千円をそれぞれ増額し、この財

源につきましては、収入の部、１款１項２目の下水道事業会計負担金及び当年度分損益勘定留保資

金等で措置するものでございます。 

次に、議案第７号、令和元年度旭川市下水道事業会計補正予算についてでございます。補正予算

書３９ページをごらんください。収益的収支では、支出の部、１款１項５目の総係費で３万１千円、

６目の職員給与費で２７６万５千円、合計で２７９万６千円、資本的収支では、１款１項１目の職

員給与費で８６万５千円をそれぞれ増額し、この財源につきましては、収入の部、１款１項２目の

一般会計負担金及び当年度分損益勘定留保資金等で措置するものでございます。 

続きまして、条例の制定２件につきまして御説明いたします。内容といたしましては、ただいま

御説明しました補正予算と同様に、国の人事院勧告に準じて実施する給与の改定及び昇給抑制の一

部回復措置に伴う所要の規定の改定となっております。まず、議案第１３号、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、企業職員の給料月額

を改定するとともに、給与制度の総合的見直しにおいて抑制した昇給の一部回復等について定めよ

うとするものでございます。次に、議案第１５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につきましては、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給率に鑑

み、公営企業管理者の期末手当の支給率を改定しようとするものでございます。以上、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 第４回定例会にかかわります市立旭川病院に関する議案について、

御説明申し上げたいと思います。 

議案第８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申し上げます。今回の補正

予算につきましては、人事院勧告及び昇給抑制の一部回復措置に伴う給与費の増額、及び債務負担

行為の追加を行い、あわせてこれらの補正に伴う関係条文を整備しようとするものでございます。

補正予算書４４ページをごらんいただきたいと思います。収益的収入及び支出にお示ししておりま

すとおり、支出の部、１款１項１目、給与費で２千８９５万７千円を増額しようとするものでござ

います。これらの財源の一部といたしまして、収入の部、１款３項３目、一般会計補助金で６６万

６千円、４項１目、本院で３９１万３千円を追加しようとするものでございます。 

債務負担行為につきましては、補正予算書の４７ページにお示ししてございます。令和２年４月

１日を始期とする夜間看護補助業務委託料及びドクターズクラーク業務委託料に係る契約につきま

して、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○高木委員長 土木部長。 

○熊谷土木部長 第４回定例会に議案として提出させていただきます議案第２４号、旭川市道路占

用料条例の一部を改正する条例の制定、議案第２５号、旭川市準用河川流水占用料等徴収条例の一
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部を改正する条例の制定、議案第２６号、旭川市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定及

び議案第２７号、旭川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきまして、一括して提案理

由を御説明申し上げます。 

まず、議案第２４号、旭川市道路占用料条例第３条第２号に規定する占用料、議案第２５号、旭

川市準用河川流水占用料等徴収条例第２条第１項第１号、第３号及び第４号に規定する流水占用料

等、続きまして、議案第２６号、旭川市普通河川管理条例第２０条第１項第１号、第３号及び第４

号に規定する水利使用料等、並びに議案第２７号、旭川市都市公園条例第１８条第１項及び第３項

第２号に規定する使用料につきましては、算定において乗じる割合を１．０５から１．０８に改定

するほか、所要の規定の整備を行うものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 

○高木委員長 ただいまの第４回定例会提出議案について、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） 

それでは、提出議案について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いま

す。 

続きまして３点目、報告事項について、まず、令和元年第４回定例会提出議案にかかわる事項に

ついて、理事者から報告をお願いいたします。 

土木部長。 

○熊谷土木部長 報告第４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１及び２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

だきました整理番号１の東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ａ）新築工事については、労

務費の値上がりにより、令和元年８月２３日に専決処分を行い、変更契約いたしましたが、消費税

率改正による税率変更に対処するため、契約金額５億３千３１８万６千７１２円を５億３千３２６

万５４０円に、また、同じく、整理番号２の東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ｂ）新築

工事については、契約金額４億７千１１２万５千９１６円を４億７千１１９万４７０円に改めたも

ので、いずれも１１月１９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、よろし

くお願いいたします。 

○高木委員長 ただいまの東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ａ）新築工事等に係る変更

契約の締結について、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） 

それでは次に、提出議案以外の事項について、まず、旭川市住宅確保要配慮者居住支援協議会の

設立について、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 旭川市住宅確保要配慮者居住支援協議会の設立について、御報告を申し上げます。

お手元のＡ３版の資料をごらんください。本協議会につきましては、既に新聞報道等もございまし

たが、本年１１月２１日に設立したものでございます。その目的につきましては、住宅確保要配慮

者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５１条に基づき、住宅確保要配慮者、または民間
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賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供や、円滑な入居の促進に関する必要な措置について協議し、

本市における住宅確保要配慮者に対する居住支援体制を構築することでございます。 

設立に際しましては、平成２９年度から関係団体との意見交換会を実施するなどして議論を重ね

てきたところでございまして、住宅分野のみならず、福祉や法務、消費生活など幅広い分野と連携

したネットワークづくりを進めるための官民連携組織として、本年３月に策定いたしました旭川市

住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画の基本目標の一つに掲げてございます、住宅確保要配慮者

が入居する賃貸住宅の管理の適正化と居住の安定確保、この実現に向けた展開施策にも位置づけて

いるところでございます。 

本協議会の会員につきましては、資料にもございますように、本市の住宅部局や福祉部局の関係

４課、それと本協議会の趣旨に賛同をいただきました不動産並びに住宅確保要配慮者支援関係の９

団体となってございます。その実施体制といたしまして、総会の下に実務者レベルでの円滑な協議、

検討が行われるよう、作業部会を設置しているところでもございます。 

次に、取り組みの方向性と今後の展開についてでございますが、本協議会の趣旨に賛同し、住宅

確保要配慮者の受け入れに積極的な不動産事業者などを募り、各会員の相談窓口と連携して、物件

情報を提供するための協力不動産店制度を整備するほか、貸し主向けの講演会ですとか、住宅確保

要配慮者向けの住まい探しの相談会など、居住支援セミナーの実施などを予定しているところでご

ざいます。こうした取り組みを通じまして、会員間の連携を深め新たな課題を抽出し、その解決に

向けた居住支援策の充実を図るなどして、協議会活動をより一層活性化させながら、本市におけま

す重層的な住宅セーフティーネットの構築につなげてまいりたいというふうに考えてございます。

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） 

それでは、次の項目に移ってまいりたいと思います。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について御報告申し

上げます。お手元の資料をごらんください。本市では、屋外広告物による良好な景観の形成や、危

害の防止などを図るために必要な規制を旭川市屋外広告物条例及び旭川市屋外広告物条例施行規則

で定めているところでございますが、その一部を改正するため本年１１月２１日から１２月２０日

までの期間でパブリックコメントを実施しているところでございます。 

改正の趣旨といたしましては、近年、全国各地で屋外広告物が落下する事故が多発している状況

を受け、国が定めております屋外広告物条例ガイドラインの改正が行われたことを踏まえまして、

本市におきましても屋外広告物の安全性の確保を徹底し、さらなる安全性の向上を図るため旭川市

屋外広告物条例及び旭川市屋外広告物条例施行規則の改正を行おうとするものでございます。 

改正の概要といたしましては３点ありまして、１点目が屋外広告物の管理義務者として、現行の

条例で定めている行為者等のほかに、所有者、占有者を新たに追加しようとするものでございます。

行為者等とは、広告主や広告主から委託を受け広告物を設置及び管理をする業者等となってござい

ますが、テナントビルなどにおきましては、あらかじめ広告を掲出するスペースですとか、白地の
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看板などが用意されているなど、広告主と看板所有者、あるいは占有者が異なるといったケースも

ございますことから、今回の改正で管理義務を有する者の明確化を図るものでございます。２点目

につきましては、管理者を要する全ての屋外広告物において、専門的な知識を有する資格者による

点検を義務づけるとともに、これとあわせ、管理者の資格要件にも電気主任技術者を追加するほか、

旭川市以外で開催される屋外広告物講習会の修了者も認めようとするものでございまして、新たに

有資格者による点検を明確に義務づけることで、屋外広告物の安全対策の徹底を図ろうとするもの

でございます。最後に３点目でございますけれども、点検者に関する事項の改正に伴い、様式です

とか添付書類などについて施行規則を改正する事項となってございます。 

次に、今後のスケジュールについてでございますけれども、この条例改正につきましては、今回

のパブリックコメントでの御意見について、検討して整理をした上で、来年１月中旬までに条例案

を策定し、令和２年第１回定例会に議案として提出し、御審議をいただいた上で、令和２年４月か

らの施行を予定しているところでございます。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） 

それでは、次の項目に移っていきたいと思います。空家等対策について、理事者から報告をお願

いいたします。 

建築部長。 

○太田建築部長 空家等対策につきまして、内容としては２点ほど御報告がございます。お手元の

資料をごらんください。 

まずは、差押え不動産の公売実施経過についてでございます。本件につきましては、平成２９年

度に実施いたしました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を回収す

るための差押え不動産の公売でございまして、８月２１日に開催されました本委員会において、第

１回目の公売が不調となったことから、第２回目の公売を９月に実施する旨の報告を申し上げたと

ころでございます。しかし、実施した結果、第２回目の公売につきましても、第１回目に続き入札

参加者がおらず不調となったものでございまして、そのため再度見積もり価格の見直しを行い、１

０月８日に３回目の公売を実施したところでございますが、こちらも入札参加者がおらず、売却に

は至っていないという状況になってございます。 

当該土地につきましては、入札のたびに地理的条件等を考慮しながら段階的にその見積もり価格

を下げてきたところでございますが、改めて不動産業者に聞き取りを行ったところ、当該敷地内に

隣地の上下水道管やガス引き込み管が埋設されていることに加えて、隣地の空き家が敷地境界ぎり

ぎりに立てられているため、ひさしが当該敷地に越境しているおそれがあるほか、冬場にはその空

き家からの落雪等が予想され、将来的なトラブルの要因になることが懸念されるためということで

ございました。 

今後の対応につきましては、当該土地所有者と隣接する空き家の所有者が親族関係にございます

ことから、空き家の取り扱いについて協議しながら、見積もり価格の見直しや入札へ参加しやすく

するための環境を整える方策について検討を進め、できるだけ早期に売却できるよう努めてまいり

たいと考えてございます。なお、行政代執行債権額の総額につきましては、１１月末時点で約２６

８万円程度と見込んでいるところでございます。 
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次に、６条通１７丁目の特定空家等に係る緊急安全措置の実施経過についてでございます。本件

につきましては、７月２４日に開催されました本委員会において、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、解体材周辺に安全ロープによる立入禁止措置を行い、定期

的に保管状況を確認しながら、土地所有者の方と、その解体材の搬出にかかわる御協力について協

議していく旨、御報告を申し上げたところでございますが、その後の経過についての御報告でござ

います。当該土地につきましては、９月４日付けで売買されておりまして、新しい土地所有者が同

敷地内にございました店舗の解体工事とあわせ、一時保管していた解体材も搬出しているといった

ことを本年１０月１８日に確認したところでございまして、この緊急安全措置に係る作業について

は、おおむね無事に終了したと考えているところでございます。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） 

それでは、次の項目に移ってまいりたいと思います。東光スポーツ公園武道館の指定管理につい

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 武道館の管理について御報告申し上げます。図面を配付させていただいておりま

す。東光スポーツ公園につきましては、旭川市都市公園条例においてドリームスタジアムなどの野

球場や球技場、またパークゴルフ場などの施設とともに、非公募の指定管理者に管理を行わせるこ

ととされており、現在、公益財団法人旭川市公園緑地協会が指定管理者として管理を行っていると

ころでありますが、武道館は建設公営企業常任委員会の皆様方にもことし７月２４日の現地視察で

ごらんいただいたとおり、柔道場が３面とれる武道場のほか、トレーニング室やパークゴルフ場の

利用者なども利用できる休憩スペースなどを有する延べ床面積が約３千平米の比較的規模の大きい

施設でありますことから、その指定管理者については慎重に検討を進めてきたところでございます。

その結果、東光スポーツ公園は広域の防災拠点となっており、災害時には武道館も多くの市民の

方々が避難する場所となるため、東光スポーツ公園と一体的に管理を行うことが重要であること、

また、東光スポーツ公園と同じ公園内にある武道館を同じ指定管理者に管理させることにより、施

設利用者にとっても利便性が向上すると考えられること、さらに、現在、東光スポーツ公園の管理

を行っている公園緑地協会は、これまで忠和公園にある忠和体育館の管理運営を行っており、市民

利用の調整やスポーツ団体などとの調整を円滑に行ってきた実績があるため、武道館においても円

滑に市民の方々やスポーツ団体などとの利用調整を行うことができると見込まれることなどから、

武道館の管理につきましても旭川市都市公園条例の規定に従い、東光スポーツ公園内の他の施設と

同様に、非公募の指定管理者に管理を行わせることとし、令和５年度までの期間においては公園緑

地協会を指定管理者とすることといたしました。 

施設の供用開始に向けた今後の予定でありますが、１２月９日に予定されております工事の竣工

検査後、来年１月までに柔道場の畳やトレーニング機器などの備品を搬入し、２月には化学物質な

どを調査するＶＯＣ検査を実施して、４月にはオープン式を行い供用開始する予定でございます。

なお、使用料など武道館の関連議案につきましては、第１回定例会に提出する予定でございます。

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、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 
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（「なし」の声あり） 

それでは、次の項目に移ってまいりたいと思います。神楽岡・緑が丘地区緑地帯の街路樹の管理

について、理事者より報告をお願いいたします。 

土木部長。 

○熊谷土木部長 神楽岡・緑が丘地区緑地帯の街路樹の管理について、御報告申し上げます。本日、

資料をお配りしております。今回の街路樹の管理につきましては、８月２１日開催の常任委員会に

おいて、林業試験場による再調査の結果について御報告させていただいたところであります。本日

は、再調査後の対応状況及び今後の対応について、御報告させていただきます。 

６月に実施した林業試験場の協力による再調査結果については、要伐採として早期に伐採が必要

となるもの１５本、伐採として安全措置をした上で段階的に伐採が必要となるもの１２本、経過観

察として定期的に調査を行う必要があるもの８３本という結果であり、このほか、落枝の可能性の

あるものについては、枝払い等の対応が必要との結果でありました。この結果につきましては、地

域の皆様に周知するために、９月５日、６日に住民説明会を開催し、１８名の参加をいただきまし

た。また、９月２７日には、再調査を実施いたしました林業試験場の担当者立ち会いのもと、主に

伐採が必要となる樹木の状況を地域の皆様と一緒に見ながら説明をする現地説明会を開催し、約２

０名の方に御参加をいただきました。説明会においては、再調査結果を踏まえて安全対策を進めて

ほしい、強風時には高い木は危険なので更新を進めてほしい、調査結果について伐採時にしっかり

検証してほしいなどの御意見をいただきました。一連の住民説明会において調査結果や伐採を含め

た今後の対応については反対意見はなく、一定の理解を得られたと判断したことから、１０月３１

日から１１月１日にかけて、要伐採と判断された樹木１５本について伐採を行うとともに、１１月

１８日から２５日にかけては、伐採と判断された樹木のうち５本について、安全対策として幹を切

って樹高を低くする断幹を、そして、経過観察の樹木のうち落枝の可能性のある樹木２５本につい

て、枯れ枝の除去を実施いたしました。 

今後の対応でありますが、まず、伐採後の更新木候補の選定につきましては、選定会議などにお

いて専門家などの意見を聞き、地域の皆様とも相談しながら進めてまいります。また、今回、安全

措置をした上で段階的に伐採を行うことと判定された樹木については、更新木の植栽状況や現地の

樹木の状況などを踏まえた上で、伐採の実施や更新を進めてまいります。本緑地帯における今年度

の危険木対策については完了いたしましたが、本緑地帯も含めた市内の街路樹は、全般的に老木化

が進んでいることから、日常の維持管理においても、注意深く観察し道路の安全性確保のために必

要な措置をとりながら、将来につながる緑地の保全という観点からの対応に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、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、続きまして、除雪連絡協議会総会の開催について、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 除雪連絡協議会総会の開催について、御報告申し上げます。資料をお配りしてお

ります。８月２１日開催の常任委員会において、除排雪に関するさまざまな検討を早急に行うため、
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市民と行政が除排雪の現状や課題を共有し、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、７月下旬に市民の皆様と意見交換を行いました各地区除雪連絡協議会臨時会の結果について、

御報告させていただいたところでございます。本日は、今年度の除雪体制と、例年、除雪作業が本

格化する前に実施しております除雪連絡協議会総会の開催状況、さらに、市内町内会向けに実施し

ました除排雪に関するアンケート調査結果の速報版、今年度の除排雪など雪対策の主な取り組み内

容、最後に全９回の各地区除雪連絡協議会総会を通していただいた主な御意見等について御報告さ

せていただきます。 

初めに、今年度の除雪体制につきましては、１０月２１日に９地区の除雪企業が決まり、昨年度

より２社多い４３社で除排雪業務を行ってまいります。 

次に、除雪連絡協議会総会についてですが、総会には市民委員会会長や町内会長などで構成する

地区除雪連絡協議会の皆様を初め、７月に開催した臨時会に御案内いたしました地域まちづくり推

進協議会の委員や民生委員児童委員連絡協議会の地区会長の皆様にも御参加いただきました。総会

は１１月１日から１５日まで全９地区で開催し、５４９名の方に御出席いただきました。この総会

では７月に開催した臨時会の報告のほか、旭川市の除排雪と地域総合除雪体制について、今年度の

除排雪など雪対策の主な取り組みを中心に説明し、次に住宅前道路除雪事業では対象世帯の急激な

増加に伴い、通常の除雪作業に影響が生じているため、地域協働によるモデル地区による試行的な

取り組みを実施予定であることを説明し、さらに、地域の雪押し場としての公園利用の説明などを

行いました。さらに、臨時会で協力をお願いしておりました各取り組みの評価検証を行うためのア

ンケート調査結果の速報について御説明いたしました。ここでアンケートの代表的な内容を御紹介

いたしますが、限られた除雪予算の中で除排雪の何を選択して、優先的に予算を投じるべきかとい

う問いに対しまして、生活道路の交差点の見通し確保や幹線道路の交差点の見通し確保など、交差

点の見通し確保の意見が最も多く、これらで全体の３割を超えており、そのほか、大雪時の対応強

化、除雪回数の増、幹線道路や生活道路の広い幅員確保などが続いております。 

次に、今年度の除排雪など雪対策の主な取り組みについて、総会で説明した内容を申し上げます

と、新たな取り組みの１つ目といたしまして、除排雪車両の運転に必要な大型特殊自動車運転免許

の取得に係る費用の助成制度を導入し、除雪オペレーターの担い手不足解消に向けた取り組み、２

つ目として、昨年度の連続した大雪や暴風雪の影響による作業のおくれや、地区間で作業進捗にば

らつきが生じた状況を踏まえ、作業がおくれている地区に他地区からの応援作業を行う地区間の応

援体制の制度化、３つ目として、除雪センターの運営を除く業務を再委託できるよう、再委託条件

を緩和することにより、除排雪体制の強化を図る取り組み、４つ目として、バス路線など交通量が

多くて道路幅員の広い路線において、ロータリー除雪車による拡幅除雪を行い、車がすれ違いやす

くなるよう幹線道路の道路幅員を確保する取り組み、５つ目として、住宅前道路除雪事業について

は、今シーズンから地域除雪活動の推進につながる試行的な取り組みとして、一部の市民委員会や

町内会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、制度の見直しに

向けた作業手法等の検証を行うことについて説明いたしました。この間口除雪の試行的な取り組み

につきましては、現在８町内会から問い合わせがあり、モデル地区の選定に向けた作業を進めてい

るところでございます。 

次に、既存の取り組みの強化としまして、１つ目として、これまで実施してきた始業式前までに
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全市一斉に行う歩道除雪や学校周辺の排雪を卒業式前にも実施し、通学路の安全対策を強化するこ

と。２つ目として、交差点の見通しを確保するとともに、圧雪管理厚など路面状況のパトロールを

強化することについて説明いたしました。 

最後に、総会における主な御意見について申し上げますと、１つ目として、アンケート調査の結

果が今シーズンの除排雪の取り組みに反映されているのかという御意見がありましたが、この御意

見にはアンケート調査の結果にありますように、交差点の見通し確保や大雪時の対応強化など、多

くの皆様から優先的に行うべきと御意見いただいた内容については、今シーズンの新たな取り組み

や、既存の取り組みの強化にありますように、できるだけ優先的に対応いたしますとお答えいたし

ました。２つ目の交差点の見通しの確保や暖気対策など、除排雪作業に関する意見は、市としての

パトロール強化や除排雪業者への指導の徹底などを求めるものでございます。３つ目の住宅前道路

除雪モデル事業の内容に関する意見は、主に事業の内容に関する確認や福祉除雪との連携に課題が

あるなどの御意見でございます。最後に道路への雪出しに関する意見ですが、これは依然として減

少しない道路への雪出し行為に対して、市としてパトロールの強化はもちろん、違反者には罰則な

どを設けるべきとの御意見でございます。以上、協議会総会の内容を御報告させていただきました。 

昨シーズンは、１月末から２月上旬にかけての連続した大雪などの影響もあり、多くの市民の皆

様の生活に御不便等をおかけしてしまいました。こうしたことから、今シーズンは少しでも冬の生

活を改善しなければならないといった思いから、７月に各地区で除雪連絡協議会の臨時会を開催さ

せていただき、皆様方から改善につながる多くの御意見等をいただきました。このことは、除排雪

作業が冬期間の安全、安心な市民生活や経済活動を営む上で、欠くことのできないものであるとと

もに、市民の皆様の除排雪に対する切実な思いや期待の大きさのあらわれであると受けとめており、

今シーズンは、これまでと違う新たな取り組みや、既存の取り組みの強化を図ってまいります。ま

た、重要なことは、今シーズンの取り組み結果を十分に踏まえ、来年度以降のさらなる充実につな

げていくことだと考えており、これまで以上に危機感を持って対応し、冬期間の道路環境が少しで

も良好に保たれるように努めてまいります。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、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 

上村委員。 

○上村委員 ただいまの報告案件について、特に、住宅前道路除雪モデル事業が今年度どのように

行われるのかということについて、お尋ねをしたいというふうに思います。 

その前に一点だけ、今、報告事項の中にありました大型特殊自動車運転免許の取得の助成事業に

ついて、ことしから始めた事業だと思いますけれども、今の段階で何件ぐらいが助成対象となって

いるのか、何件ぐらいに助成が当たっているのかということについて、もし数字がわかれば、確認

をさせていただきたいと思います。 

○鎌田土木部次長 助成制度の申し込み状況につきましては、現在のところ３社から４人の申し込

みがあるという状況でございます。 

○上村委員 これはまだ、今後もシーズンを通して進んでいくというか、対象になっていくんだと

思いますが、今後もふえる見込みはあるんでしょうか。 

○鎌田土木部次長 今後の見込みですけれども、今年度から業者が２社ふえたということもござい
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ますので、そういったところから申し込みが来るのではないかというようなことを想定していると

ころです。 

○上村委員 突然お聞きしましたが、新しい取り組みというところで、一定の数字の見通しをお示

しいただいたところです。 

本題の住宅前道路除雪モデル事業についてお尋ねをいたします。今、報告の中で、８町内会から

問い合わせをいただいているということでありました。実際にどのぐらい申し出があるのかなと、

名乗りを上げていただけるのかなということで気にしていましたが、一定数の町内会からの申し出

があったということについては、歓迎をしたいというふうに思います。町内会からの問い合わせの

状況、あるいは申し込みの状況というのがどのような状況になっていたのか、どういう経過があっ

たのかということをお聞きいたします。 

○時田土木事業所主幹 住宅前道路除雪モデル事業につきましては、１１月１日から１１月１５日

にかけ、全９地区で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説明

し、協力を依頼したところでございます。その後、１１月２７日までに、６市民委員会、８町内会

から問い合わせをいただいている状況でございます。また、１１月２８日に開催した各地区の除雪

連絡協議会会長で構成する総合除雪連絡協議会総会で、このモデル事業の取り組みについて御承認

いただいたことから、今後、お問い合わせをいただいている町内会から正式な申し込みをしていた

だく予定でございます。 

○上村委員 今後、正式な申し込みを受けるという手続だそうです。この８町内会は、全てモデル

地区ということで認定をしていく予定なのかどうかということを続けて伺いたいと思います。 

○時田土木事業所主幹 お問い合わせをいただいている８町内会において、モデル事業の実施内容

を踏まえた作業が可能と判断され、申し込みがあった場合には、全ての町内会をモデル地区として

選定したいと考えております。今後、町内会から申込書をいただいた後、住宅前道路除雪事業の対

象世帯に対して、町内会の方々に間口除雪をしてもらうことについて同意をいただきまして、同モ

デル事業の対象世帯を確定した上で、モデル地区を選定してまいります。 

○上村委員 あくまで今回は対象世帯の同意をしっかりとってから、最終的に選定するということ

でありました。一部新聞の報道でも取り上げられておりましたけれども、１２月の中旬まで募集を

するということでありました。実際にいつまで募集は続けられるのかということと、今後も追加が

行われる可能性はあるのかということも確認しておきたいと思います。 

○時田土木事業所主幹 モデル事業の募集期間につきましては、１１月２８日に開催した総合除雪

連絡協議会総会において、前日までに数件の問い合わせがあり、今後も問い合わせいただく可能性

があることから、１２月中旬まで募集を続けたいと報告したところでございます。モデル事業を遅

くとも年明けから開始したいと考えており、申し込み後の確認に要する日数や、除雪作業が本格化

する状況を踏まえると、申し込みの期限は１２月１３日までとし、それ以降の追加受け付けは実施

しない考えでございます。 

○上村委員 この取り組みなのですが、１シーズン、１世帯当たり５千円から７千５００円を地域

の町内会にお支払いするということで組み立てられているようです。そこで、協力費という名称に

なるようですが、この算定の考え方、そして５千円から７千５００円ということなのですが、それ

ぞれの地域ごとの基準というものが具体的に示されているのかどうか、その内容について伺いたい
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と思います。 

○時田土木事業所主幹 モデル事業の概要につきましては、道路除雪作業が実施された日に、地域

の協力員に人力で間口除雪の作業を行ってもらうことを想定しております。その際、作業日や作業

時間を記録してもらい、作業状況の写真を添えてシーズン終了後に報告書を提出していただく予定

でございます。 

また、作業に伴う協力金につきましては、降雪量の違いを考慮し、地区ごとに設定した１シーズ

ン１世帯当たり５千円から７千５００円を町内会に支払う予定でございます。その協力費算定の考

え方、地区ごとの基準についてという部分につきましては、旭川市社会福祉協議会が行っておりま

す福祉除雪サービスの３０分当たり５００円というのを基本に、１カ所当たり１回３０分以内の作

業に１シーズンの出動回数を乗じて算出しております。出動回数は、過去の除雪出動の実績から、

標準的な降雪量の地区の回数１２回を基本に、各地区の降雪の違いを考慮した係数を乗じて算出し

ております。具体的には、雪が少ない東光地区と神楽・緑が丘・西神楽地区の全域が１０回の出動

でシーズン１カ所当たり５千円、標準的な降雪がある豊岡・東旭川地区と中央・新旭川地区の全域

が１２回の出動で６千円、雪が多い北星地区、春光地区の平地部、末広地区、永山地区が１３回の

出動で６千５００円、雪がとても多い神居地区、忠和地区の平地部が１４回の出動で７千円、その

ほか、春光台、高砂台、旭岡や、神居、忠和の山際では、１５回の出動で７千５００円となってお

ります。 

○上村委員 この協力費については、シーズンの結果で変動はあるんですか。それとも、これは固

定費という扱いなんでしょうか。 

○時田土木事業所主幹 費用につきましては、毎年、降る回数が違いますので、基本的には、今説

明させていただいた額については固定という形で考えております。 

○上村委員 今回、８町内会のモデル実施が見込まれるという御説明でありました。今、費用のこ

と、協力費のことはお話をちょうだいしましたけれども、これはまだ見通しになると思いますけれ

ども、実際に今回のモデル事業で必要になる実施費用が幾らになるのかということ、あわせて、今

回のモデル事業で対象とする件数もお示しをいただきたいと思います。さらに、今、これをもし仮

に全対象世帯で実施をすると、総体としてどのぐらいの費用がかかるという計算で始めようとして

いるのかということについてもお答えをいただきたいと思います。 

○鎌田土木部次長 現在、お問い合わせをいただいております８町内会全てで事業を実施した場合

の費用につきましては、対象件数９３件で約６１万円というふうに想定しております。また、この

事業を全市で実施した場合は、平成３０年度の対象世帯数４千４８８件で試算しますと、約２千７

００万円というふうになります。 

○上村委員 ということで、これを全体で実施するとなると、当然、切り分けられるような形にな

るとは思いますけれども、約２千７００万円を要する事業になるということで、かなり大きな作業

量になるのかなというふうに思うところです。 

最後に、ここから今後の話を少しだけお尋ねして終わりたいと思うんですが、住宅前道路除雪の

対象世帯が年々ふえているというのは周知のとおりでありまして、それが一つの課題になっている

ところです。対象世帯についても、今シーズンはまだ途中なのかもしれませんが、令和元年度では

何件ぐらいになる見通しなのかということをお答えいただきたいと思います。あわせて、今後の見
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通しを皆さんとして、どのような捉え方をされているのかということについてもお答えください。 

○鎌田土木部次長 住宅前道路除雪事業の申請受け付けにつきましては、福祉保険部で行っており

まして、本年度の対象世帯数につきましては、２回目の申請期限が１１月２９日となっているため、

対象世帯数の最終的な取りまとめは終わっていないとのことでございますけれども、１０月１１日

の第１回締め切りまでに申請のあった件数から推定しますと、最終的には、今年度は約４千６００

件程度になる見込みとのことでございます。 

今後の見通しといたしましては、平成２６年度に４千３件だった対象世帯数が５年後の平成３０

年には１．１倍の４千４８８件に増加していることから、今後も対象世帯は増加していくものと考

えております。 

○上村委員 近年というか、去年ですか、非常に件数が伸びているということでありました。４千

件を超えてから、昨年が４千４８８件ということでありますが、その前年は４千１１９件でしたか

ら、３００件以上ふえているということも含めて、今後の対象世帯の増大が気になります。その点

についても、皆さんとしてどのように捉えていくのかということを最後に何点かお聞きして終わり

たいと思うんですが、対象基準ということについては、いろいろとその制度上の課題があるのでは

ないか、もっと言うと、この対象基準をどう精査していくべきなのかという議論があったと思いま

す。この点について、担当部局としてどのようにこの事業を進めていくべきだというふうに考えて

いらっしゃるのか、この基準の見直しについての考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○鎌田土木部次長 対象基準の見直しについてでございますけれども、住宅前道路除雪事業は、７

０歳以上の高齢者及び重度身体障害者等で、自己の労力や親族、近隣等の協力により除雪を行うこ

とが困難な世帯を対象に、道路除雪事業者による除雪作業の際に住宅の敷地入り口部分に雪を残さ

ないよう配慮するもので、現在は、通常の道路除雪と一体で実施しているところです。しかしなが

ら、近年では、除雪事業者数の減少ですとか、重機オペレーターの不足のほか、対象世帯数も増加

する中、これまでどおりの体制での事業実施が困難な状況となっていることから、今シーズンから

モデル地区を設定して、地域住民による除雪支援の取り組みを試行的に行うものでございます。こ

の事業につきましては、近年、対象世帯数が増加し続けているという一方で、本来であれば制度の

対象にならないような世帯も一部含まれているといった御指摘もございますことから、今後の制度

設計につきましては、福祉保険部としっかり連携をしながら進めてまいります。 

○上村委員 今、最後に、これは福祉保険部の事業でもあるということも含めて、担当部局が相互

にかかわる案件だという御説明がありました。ことし、モデル事業として、具体的に複数の町内会

で実施されていくということで、一定のモデルケースが成り立ち得るという見通しが立ったという

ことについては、大いに評価をしたいと思います。しかしながら、７０歳以上という基準であると

か、この近年の伸びというのは非常に顕著なものですから、今度は地域がさらにふえていく件数に

対応し切れるのかというところについての懸念も感じるところであります。つまり、この対象基準

のあり方ということについても、一定程度、しっかりとまず見直しをしていく必要もあるのではな

いかというのは感じるところでありまして、その点についてどのような考え方を持っていくのかと

いうことも、早期に見定めていく必要があるというふうに思います。この点について、最後にもし

見解があれば、そのことをお聞きして私の質疑を終わりたいと思います。 

○熊谷土木部長 この住宅前道路除雪事業の課題につきましては、４月から、土木部と福祉保険部
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が、ともに連携してこれまで検討を進めて、事業の構築につきましても、土木部として福祉保険部

と相談しながら進めてまいりました。上村委員さんがおっしゃるとおり、件数が右肩上がりに増加

しているというのは、平成１７年度は多分９００件ぐらいだったんですけれども、今４千件を超え

ています。そういった課題の中で、町内会で幾ら頑張っても数がふえていけば追いつかないという

のが実情です。昨日、民生常任委員会の中で、福祉保険部からこの住宅前道路除雪事業に関する利

用の実態調査を行うというふうな報告をしておりまして、この事業について、これまで年齢要件以

外に特段、具体的な基準を設けていないだとか、自己申告に基づいて認定を行っているといった背

景もあったということで、本来であれば制度の対象にならないような世帯も実際に一定程度含まれ

ているといった指摘もあるということを踏まえて、対象世帯の明確化のための基準の必要性につい

て、福祉保険部としても検討するというふうに聞いております。ですから、こうした動きが全町内

会、もしくは全世帯に広がれば除排雪の円滑な推進につながると、我々はそういった立場でこの事

業を進めてまいりたいと思っていますし、福祉保険部も制度の明確化という部分について、そうい

った動きがありますので、上村委員さんが御心配の点のようにならないように、今後も福祉保険部

と連携して、この事業がより実効性の高い取り組みになるように進めてまいりたいと、そういった

思いで今シーズンから臨んでまいります。 

○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） 

それでは次に、水道事業・下水道事業中期財政計画（令和２～５年度）案について、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 令和２年度から４カ年間の水道事業・下水道事業の中期財政計画案を取りま

とめましたので御報告いたします。 

お手元にお配りしました水道事業・下水道事業中期財政計画（令和２～５年度）案の概要版に基

づき説明いたします。１ページをごらんください。中期財政計画の上位計画となります旭川市水

道・下水道ビジョンにつきまして、策定の趣旨や位置づけを記載しておりますほか、当該ビジョン

の計画期間である１２年間を４カ年ごとに、前期・中期・後期に分けた財政計画を策定し、それに

基づき事業を運営していくこととしておりまして、本年度で前期財政計画が終了いたしますことか

ら、新たに来年度から４カ年間の中期財政計画を策定するというものでございます。 

２ページ目以降が中期財政計画の内容となります。２ページをごらんください。水道事業の事業

計画でございますが、水道管は１００年サイクルの更新計画のもと、令和５年度以降、全延長の

１％に当たる約２２キロメートルを毎年更新すること。また、現在の石狩川浄水場、忠別川浄水場

などの設備につきましても、劣化状況を診断し優先度を定めて更新することとしております。 

次に、３ページをごらんください。下水道事業の事業計画でございますが、下水管や施設の更新

では、長期的な視点を持ち劣化状況による優先順位により国の補助金を活用しながら更新を進めて

いくこととしております。 

次に４ページをごらんください。両事業に共通した事業計画でございますが、広聴広報活動の充

実のほか、危機管理体制の強化、人材の育成や技術の継承などを図っていくこととしております。 

次に、５ページ目をごらんください。こちらは、４ページ目までの事業計画に基づいた現時点で



- 14 - 

の概算の収支計画を示しております。それぞれの表の一番下に記載しております年度末資金残高は、

水道事業・下水道事業ともに令和４年度からマイナス、すなわち資金不足になるものと見込んでお

ります。 

次に、６ページをごらんいただきたいと思いますが、上段で来年度から令和１３年度までの長期

的な財政収支状況を、下段で料金の考え方を記載しております。水道事業につきましては、長期財

政推計のグラフのとおり、令和４年度に年度末資金が不足し、その後も回復しない見込みとなって

おります。下水道事業につきましては、同様に令和４年度から年度末資金が不足することとなりま

すが、企業債の償還額が減少していきますことから、令和１０年度に資金不足が解消する見込みと

なっております。こうした推計から水道事業につきましては、より一層の企業努力に取り組んだ上

で、水道料金の見直しを進めることとしておりまして、またあわせて水道料金及び下水道使用料に

関しまして、現在の社会情勢や水道・下水道の利用実態、実情に合わせた体系とすべく、基本料金

や水量単価などに係る料金体系の見直しを行う予定としております。以上が、令和２年度から４カ

年間の中期財政計画の概要でございます。 

引き続き、意見提出手続の実施につきまして御報告いたします。このたびの中期財政計画案につ

きまして、広く市民の皆様から御意見等をいただくため、先週になりますが１１月２５日から１２

月２５日までの３１日間を期間として実施するものでございます。なお、中期財政計画の策定につ

きましては、寄せられた御意見や御提言を考慮しながら、必要な修正等を行い今年度中に策定する

こととしております。以上、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、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは続きまして、地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検証の要請について、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 地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検証の要請について、

厚生労働省から市立旭川病院の名前が公表されたことに対しまして、御報告申し上げたいと思いま

す。 

本年９月２６日に、厚生労働省の検討会であります地域医療構想に関するワーキンググループに

おいて、地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検証を要請するものとして、全国４２４医療

機関、道内では５４の医療機関が再編統合の必要性について特に議論が必要な公立・公的医療機関

等として公表され、その中の上川中部医療圏において当院の名前が示されたものでございます。こ

のことに関しては、本日、資料で御配付させていただきました北海道からの文書において連絡をい

ただいているというところでございます。 

地域医療構想の目的といたしましては、限られた医療資源を有効に活用するため、各地域で２０

２５年に向けて、効率的で不足のない医療提供体制を構築しようとするものでございまして、各都

道府県において必要な病床の機能分化と連携を進めるため、医療機能ごとに２０２５年の医療需要

と病床の必要量を推計し、地域医療構想等を定めてきているところでございます。この構想の達成

に向けては、構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設け、具体的議論を進めることとされており

まして、旭川市を含む区域であります上川中部医療圏においてもこれまで議論を行ってきたところ
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でございます。 

厚生労働省では、構想の実現のため、これまでも地域で議論が積み重ねられてきていますが、実

質的な議論が十分に進んでいない状況、今後、さらに取り組みを進めようという観点から、今回、

急性期機能に着目した客観的なデータを分析し、診療実績の特に少ない、または機能が類似かつ近

接する医療機関があるとした公立・公的医療機関を公表し、都道府県と対象の医療機関に対し、２

０２５年に向けた具体的対応方針が真に地域医療構想に沿ったものなのか、再検証を要請すること

としたものでございます。公表となった医療機関等につきましては、大きく分けて２つございまし

て、１つ目は特定の９領域全てにおいて診療実績が少ない公立・公的医療機関、そして２つ目、当

院はこちらのほうに当たりますけれども、６領域、具体的には、がん、心疾患、脳卒中、救急、小

児、周産期の機能が類似し、かつ他の医療機関と近接する、具体的に申し上げますと、車で２０分

以内とされておりますが、そういった公立・公的医療機関として、厚生労働省によるデータの分析

により選別されて該当となったものでございます。 

今回の公表は国から十分な説明がなく非常に唐突な中で行われ、当院も含めまして各地域や各医

療機関において混乱が生じる状況となったことから、急遽、厚生労働省では全国を各ブロックに分

けまして自治体等との意見交換会を開催し説明することとなり、北海道におきましては１０月２３

日に札幌市で開催されております。この意見交換会におきまして厚生労働省から、今回の公表で医

療機関そのものの統廃合を決めるものではなく、また、病院が将来担うべき役割やそれに必要なダ

ウンサイジング、機能分化等の方向性を機械的に決めるものではないこと。地域医療構想の実現に

向けて、今回の分析だけでは判断し得ない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら、地域

医療構想調整会議を活性化し議論を尽くしてほしいというふうな説明があったところでございます。

当院におきましても、今回の発表の目的はあくまで各医療圏域における地域医療構想の具体的な進

展、議論の活性化や加速化ということでありますけれども、こういったことを促すことが目的であ

りまして、公表された医療機関が病院の統廃合や機能の再編等に直接つながるものではないという

ふうに捉えているところでございます。 

当院は、地域医療を守る重要な医療機関でございまして、救急や不採算部門など政策的医療の推

進を図る中で、公立病院としての役割を担ってきております。当院といたしましては、地域の実情

を踏まえ他の医療機関とも協議を行いながら、今後の地域医療構想調整会議等において地域医療構

想の実現に向けて議論をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。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、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは次に、４点目のその他に入っていきたいと思います。建設公営企業常任委員会行政視察

の委員派遣についてということで、１０月１８日に予定をしておりました副委員長班の栃木県栃木

市への行政視察について、栃木市の担当者が台風１９号の災害対応ということで実施ができません

でした。視察地が３市以上という常任委員会行政視察の派遣基準が満たされなくなったため、追加

で行政視察を実施したいと考えています。皆さんのお手元に配付しております副委員長班の委員派

遣承認要求書（案）のとおり、議長に対し委員派遣の承認要求をさせていただきたいと考えており

ますが、よろしいでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

それではそのように決定し、議長に対して配付のとおり委員派遣承認要求書を提出させていただ

きます。なお、やむを得ない事情など、都合によって変更が生じた場合の取り扱いについては、委

員長のほうに一任をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。これで建設公営企業常任委員会を散会します。 

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

散会 午前１１時２０分 

 

 


