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開会 午後１時０１分 

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

○中野委員長 それでは、これより総務常任委員会を開会させていただきます。本日、欠席の届け

出はございません。えびな委員よりおくれる旨の届け出があります。 

それでは、１、市の総合企画、地域振興、地方行財政、消防、防災、選挙管理委員会、監査委員

及び公平委員会に関する事項について、（１）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、理事者から説明をお願いします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 使用料・手数料の見直し案に対します市民参加手続につきまして、総務常任

委員会が所管いたします使用料・手数料は、地域振興部、総務部、消防本部が関連する部局になり

ますが、本日は全体概要でありますので、総合政策部から報告させていただきます。提出させてい

ただいております資料、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の１枚目をごら

んください。 

使用料・手数料の見直し案につきましては、平成３１年４月２４日から令和元年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

いただきました。内容につきましては、まず（１）意見提出手続、パブリックコメントにおきまし

ては、５個人、１団体から８件の意見提出をいただき、意見と本市の考え方は別紙として、この資

料の２枚目、３枚目に添付させていただいております。主な内容といたしましては、別紙の２ペー

ジ目になりますが、ナンバー４で、富沢テニスコートの現状のままでの有料化に問題があるという

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及び３ページ目のナンバー６でお示ししているところの、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）市民説明会などについてでございます。市

民説明会などでは、全体説明会や個別説明会、利用者、関係団体への説明会、附属機関など合計８

４回開催いたしまして、９００名の方に参加等をいただき、１５８件の御意見をいただきました。

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件でございました。また、こちらでも施設の運用や

設備改善などを求める意見が３８件ございました。 

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

ほうが多いという結果を踏まえまして、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ございまして、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でご

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は以上でございます。なお、
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本日の報告につきましては、個別の使用料・手数料として関連がありますことから、民生、経済文

教、建設公営企業の各常任委員会におきましても資料を配付するとともに、同様の報告をすること

としております。報告としては以上でございます。 

○中野委員長 それでは、ここで委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

ないということで、次に進みたいと思います。（２）洪水浸水想定区域の一部変更について、理

事者から説明をお願いします。 

防災安全部長。 

○中農防災安全部長 国が管理、指定しております洪水予報河川におきまして、本年６月に、洪水

浸水想定区域の一部が変更となりましたので御報告いたします。資料に沿って御説明させていただ

きます。 

初めに、洪水浸水想定区域につきましては、国及び北海道が水防法に基づき、洪水により国民経

済上重大な損害が生じるおそれがある河川を洪水予報河川、または水位周知河川として指定し、指

定した河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を公表するとともに、市町村長に通知すること

となってございます。 

次に、洪水浸水想定区域が変更となった経緯ですが、平成２７年５月に、おおむね１千年に一度

起こり得る降雨を前提とした水防法の改正が行われ、国及び北海道では、平成３０年３月までに指

定河川の洪水浸水想定区域の見直しを行い、このことを受けまして、本市では、平成３１年３月に

旭川市洪水ハザードマップを改定したところでございます。その後、国におきまして、平成３０年

７月豪雨の結果を受け、公表した洪水浸水想定区域の精査を行ったところ、道内で１０カ所、うち

本市でも４カ所が新たに追加となり、令和元年６月２８日に公表されたものでございます。 

次に、今回変更となりました河川は国管理の美瑛川と忠別川の一部で、追加となった新たな洪水

浸水想定区域の場所は、神居町雨紛地区の一部として１世帯、西神楽南１３、１４号の一部として、

空き倉庫１棟、西神楽南１６号の一部として旭川刑務所西神楽農場の農地の一部と、神楽岡公園内

の一部でございます。具体的な箇所につきましては、資料の２ページから５ページまで、図面を添

付してございます。 

変更に伴う市の対応でございますけれども、今回の変更により影響が生じるとされた世帯や建物、

土地の所有者に対し、個別に説明を行い、また地域の市民委員会会長や町内会長、消防分団長へ説

明をさせていただくとともに、市のホームページやツイッター、市民広報誌「あさひばし」７月号

でお知らせをしたところでございます。また、変更箇所を反映しました本市の洪水ハザードマップ

は、旭川開発建設部と調整後、８月に市のホームページに掲載する予定としております。以上で御

報告を終わらせていただきます。 

○中野委員長 ここで委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。 

中村委員。 

○中村委員 済みません。ちょっと１点確認です。洪水浸水想定区域の一部変更ということで、そ

れぞれ赤い点線で囲っているのかなと思うんですけども、４ページのところを見てみますと、かな

り変更点があるのかなと思うんですが、一部だけしかその赤い点線で囲われている箇所がないとい

うことになっている、ここの点の説明をしていただけますか。 
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○中農防災安全部長 ４ページの旭川市西神楽南１６号の部分で、点線の丸がついていて、それ以

外の区域のところが色が変わっているけど丸がついていないという部分については、美瑛町の管轄

になるので、今回は旭川市の部分だけに丸をつけたものですから、そういうふうになってございま

す。 

○中野委員長 ほかに、委員の皆様から発言はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、（３）地域集会施設の活用に関する実施計画（素案）に係る市民参加手続について、

理事者から説明をお願いいたします。 

行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 地域集会施設の活用に関する実施計画（素案）に係る市民参加手

続について御報告をいたします。資料Ａ４縦の地域集会施設の活用に関する実施計画（素案）に係

る市民参加手続についてをごらんください。 

まず、１、意見提出手続の実施につきましては、令和元年５月１７日の総務常任委員会で報告を

させていただきましたが、平成３１年４月２４日から令和元年６月１４日までの期間で実施し、９

人から１３件の意見がございました。意見の内容と意見に対する市の考え方につきましては、資料

の２枚目以降となっております。主な意見の内容といたしましては、地域集会施設の料金を均一化

することに対する意見、市民委員会、町内会等を対象とした減免の見直しに関する意見、利用料金

改定に伴う住民センター等の指定管理業務委託料の見直しや、市の財政への影響に対する意見、住

民センター等の地域集会施設における生涯学習の事業提供に関する意見などとなっております。 

次に、２の市民説明会でございますが、令和元年５月７日から６月６日までの日程で全市的な使

用料・手数料の見直しとあわせた全体説明会を５回行ったほか、地域集会施設にかかわる個別説明

会など計２６回の説明会を開催いたしました。参加者数は延べ３５６人、１３２件の意見、質問が

ございました。説明会における意見、質問の主な内容につきましては、資料の③、主な内容に項目

ごとにまとめておりますが、料金では料金改定による団体の活動への影響、使用料・手数料全般で

は使用料等の見直しによる財源効果や料金設定の考え方、施設では施設の老朽化や存続、運用では

公民館の利用状況や休館日の設定、指定管理者制度に関すること、設備では施設の備品の設備や修

繕に関することなどの御意見がございました。今回の意見提出手続と市民説明会の結果を受けまし

て、意見提出手続の資料である実施計画（素案）から、内容を変更するような修正はございません

が、本日の資料としてお配りしております地域集会施設の活用に関する実施計画（案）として整理

し、現在市の附属機関であります旭川市行財政改革推進委員会で審議を行っているところでござい

ます。 

今後につきましては、旭川市行財政改革推進委員会のほか、関係部が所管する会議などでの審議

が終了後、８月中旬をめどに実施計画を策定し、第３回定例会に関連議案を提案、新年度の４月か

らの実施を目指し、取り組みを進めていきたいと考えております。なお、実施計画（素案）に係る

市民参加手続の結果につきましては、関係する施設を所管する民生常任委員会及び経済文教常任委

員会でも報告を行うほか、実施計画（案）につきましては、あすの経済文教常任委員会終了後、全

議員に配付させていただきたいと考えておりますので、あわせて報告をさせていただきます。 

○中野委員長 委員の皆様から何か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、説明を受けたということにとどめたいと思います。（４）所管部局の業務概要の説明

について、市政のあらましに基づき、順次、理事者のほうから説明を受けたいと思います。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 総合政策部所管の業務概要につきまして、御説明申し上げます。 

初めに、総合政策部の組織でございますが、政策調整課、秘書課、財政課、広報広聴課の４つの

課で構成してございます。職員数につきましては、本年７月１日現在における総合政策部の現員数

は男性３３名、女性１１名の合計４４名となっております。このほかに、財政課付で総務省への派

遣職員が１名、北海道財務局への派遣職員が１名おります。 

続きまして、総合政策部で実施している主な事業につきまして、市政のあらまし行政編に沿って

御説明申し上げます。初めに、２１ページをごらんください。１、旭川市まちづくり基本条例でご

ざいます。本条例は、本市のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、市民主体のま

ちづくりをさらに進めるとともに、魅力と活力に満ちたまちを実現することを目的として制定した

ものであり、平成２６年４月から施行されております。 

次に、２３ページに移りまして、２の第８次旭川市総合計画についてでございます。目指す都市

像である「世界にきらめく いきいき旭川～笑顔と自然あふれる北の拠点～」の実現に向けて、目

指すべきまちの方向性を示す５つの基本目標と１３の基本政策を掲げております。また、人口減少

の抑制と魅力的な地域づくりを効果的かつ集中的に推進するため、まちの未来を担う子ども、まち

のにぎわいと活力を生む仕事、まちのぬくもりを支える地域に視点を当て、重点的に取り組む３つ

の重点テーマを設定し、計画の着実な推進に向けて取り組みを進めております。なお、総合計画に

おける基本構想及び基本計画の期間は、いずれも平成２８年度から令和９年度までの１２年間であ

りますが、基本計画につきましては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、原則４年ごとに見直すこと

としており、今年度が第１期目の見直しの時期でありますことから、現在、見直しを進めていると

ころでございます。 

次に、２９ページに移りまして、４の広域行政の推進についてでございます。圏域全体の振興を

図るため、日常生活圏を同じくする上川中部地区においては、定住自立圏共生ビジョンなど広域連

携を推進し、行政の効率化とサービス向上に努めております。また、各種期成会の活動を通じ、広

域的な社会基盤整備や地域振興に取り組んでおります。 

次に、５の男女共同参画の推進についてでございます。男女共同参画社会の実現に向け、あさひ

かわ男女共同参画基本計画に基づき、出前講座等の啓発事業を初めとする各種取り組みを進めてお

ります。 

次に、３０ページに移りまして、６の女性活躍・ワークライフバランス推進事業についてでござ

います。女性の活躍推進と仕事と生活の調和の実現に向けた企業向けの研修会の開催や、ワーク・

ライフ・バランスを推進する企業への支援等を実施しております。 

次に、８の市有施設補修事業についてでございます。市内の小規模事業者への発注拡大により、

市内経済の活性化を図るとともに限られた財源を有効に活用するため、緊急性や優先性などを全庁

的な視点から判断し、発注しております。 

次に、３１ページに移りまして、９、広報活動についてでございます。行政からの情報提供の基
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本となります広報誌の発行を初め、テレビ、ラジオやホームページ、フェイスブック等の各種メデ

ィアを活用した広報活動のほか、目の不自由な方を対象に声の広報や点字広報誌を発行しておりま

す。 

次に、３２ページに移りまして、１０の広聴活動についてでございます。まちづくり対話集会や

市長への手紙、市民アンケート調査などを通じて、市民ニーズなどを把握し、市政に反映させる取

り組みを進めているところでございます。 

続いて、高等教育機関設置検討調査事業について、大学公立化担当部長から御説明申し上げます。 

○中野委員長 大学公立化担当部長。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 ３０ページをごらんください。７、高等教育機関設置検討

調査事業についてであります。本市にふさわしい高等教育機関の設置に向けた検討を行うため、関

係機関との協議や調整を実施しております。以上、簡単ではありますが、総合政策部の主な事業の

概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 地域振興部長。 

○菅野地域振興部長 地域振興部が所管いたします業務について、御説明を申し上げます。 

初めに、地域振興部の組織でございますが、地域振興課、都市計画課、旭川空港事務所の３課で

構成しており、職員数は本年７月１日現在で、兼務を含めまして合計４１名となってございます。

このほかに、旭川空港事務所から旭川空港ビル株式会社へ１名を派遣してございます。 

続きまして、主な事業の概要につきまして、市政のあらまし行政編に沿って御説明を申し上げま

す。初めに３３ページをごらんください。１１、中心市街地活性化推進事業についてでありますが、

旭川市中心市街地活性化基本計画に基づきまして、市民、事業者とともにまちなかのにぎわいづく

りにつながるような取り組みを進めるほか、ゆっきリンクなど駅前広場等を活用した冬季のにぎわ

いづくりを行っております。 

次に、１２、移住促進事業についてですが、本市の魅力をＰＲし関連情報を提供するほか、移住

相談や体験ツアーなどを通して、官民連携により取り組みを進めております。 

次に、３３ページから３４ページをごらんください。１３、都市計画でありますが、本市では都

市計画区域や用途区域を定め、都市計画法に基づく事務を行っております。なお、市政のあらまし

には掲載してございませんが、昨年３月に旭川市立地適正化計画を策定し、都市機能等の誘導区域

を設定するなどして都市のコンパクト化に向けた取り組みを進めております。 

続きまして、３４ページから３５ページの北彩都あさひかわ整備事業についてでございます。北

彩都地区内の保留地につきましては、平成３０年度をもって売却を完了し、本年度は、区画整理事

業の清算業務を進めてございます。また、地区内の市有地につきましては、現在売却手続に向けた

検討を進めております。そのほか、鉄道高架などの整備事業につきましては、おおむね終了してい

るところでございます。 

続きまして、３８ページをごらんください。１４、宅地開発指導行政についてですが、都市計画

区域内での宅地造成などにおきまして、道路などの整備や災害の防止、環境の保全を図るため、都

市計画法に基づく規制や誘導等を行っております。 

１５、宅地耐震化推進事業についてですが、傾斜地の宅地を対象に、大地震等で被害のおそれが

ある大規模盛り土造成地の調査を行い、安全性について情報提供や危険度の検証を行ってございま
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す。 

続きまして、４１ページ、１７、優良建築物等整備事業についてでありますが、市街地の環境整

備や良好な市街地住宅の供給等の推進を目的としており、直近では、平成２９年度に宮下９地区、

旭川駅前広場に隣接するツルハビルの建設事業者に対しまして、建設費の一部を補助してございま

す。 

続きまして、４２から４３ページでございます。１９、公共交通の確保及び利用促進についてで

ございます。本市の公共交通の維持確保及び利用促進を図るため、東旭川ペーパン地区で運行する

デマンド交通や不採算路線への補助のほか、ユニバーサルデザインタクシーの導入補助を行ってお

ります。あとは、ＪＲ北海道の鉄道事業見直しの課題に対しまして、北海道や沿線自治体と連携し

ながら路線維持に向けた協議や利用促進を行っているところでございます。 

最後に、旭川空港の関連でございます。４３ページから４５ページをごらんください。２０、旭

川空港でございます。４４ページの空港利用状況についてでありますが、乗降客数は昨年の実績で

国内線が１０８万２６７人、国際線が５万５千２４７人、合わせて１１３万５千５１４人となって

おります。国内線は３年連続で１００万人を超えておりますが、国際線の利用は、平成２８年の約

半数となっており、国内線におきます中部線や関西線の通年運行と国際線の誘致利用拡大などが航

空路線確保として課題となっているところでございます。 

次に４５ページ、空港整備事業及び空港施設等整備事業についてでございますが、平成３０年度

は滑走路などの舗装工事を実施し、今年度は歩道ルーフの工事をしているところでございます。 

最後に、４５ページから４６ページをごらんください。５、空港運営効率化推進事業についてで

ありますが、今月、道内７空港一括民間委託の優先交渉権者を選定し、現在、基本協定の締結や運

営者の指定、実施契約締結等に向けた協議を進めているところでございます。以上、簡単ではござ

いますが、地域振興部にかかわります主要な事業の概要説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○中野委員長 総務部長。 

○野﨑総務部長 総務部所管の業務概要につきまして、御説明を申し上げます。初めに、総務部の

組織でありますが、市政のあらましの一番最後、３３５ページに機構図が出ておりますので、機構

図をごらんいただきたいと思います。副市長の下のほう３つ目に総務部というのが設けられており

ます。その右に総務課、管財課、庁舎建設課、人事課、職員厚生課、行政改革課、情報政策課、公

共施設マネジメント課、契約課、工事検査課の１０の課を設けているところであります。 

職員数でありますけれども、４８ページまでお戻りいただきたいと思います。４８ページの中ほ

どに部局別の現員数という表がございます。この中の４番目となりますが、本年４月１日現在にお

ける総務部の現員数が１１１名となっているところであります。 

主な事業でありますけれども、最初に、今ごらんいただいた４８ページの２４、職員であります。

一番上、１、職員数及び給料につきましては、（１）の表で職員定数及び現員数の推移をお示しし

ております。表の一番右側、本年４月１日現在の現員数で２千８７３人となっており、昨年と比較

して２７人の減となっているところであります。 

次に、４９ページの（４）の表、補職別人員数、給料月額及び平均年齢を示しております。表の

一番右下にございます本年４月１日現在における全職員の平均給料でありますが、３１万６千９６
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０円、平均年齢が４１歳９カ月となっているところであります。 

次に、５０ページ、２、職員研修制度でございます。研修の体系をこちらにお示ししております

が、自己啓発、職場研修、職場外研修を３つの柱として、各種研修を実施しております。なお、研

修の実績と本年度の計画につきましては、５１ページの上段に表としてお示ししているところであ

ります。 

次に、同じページの２５、私立専修学校への補助につきましては、私立学校教育の振興と充実を

図るために、私立専修学校に対して、教材教具の充実や教職員の研修などに要した経費の一部を補

助するものであります。 

次に、５２ページに移りまして、２８、庁舎非常用電源整備事業でありますけれども、これは昨

年の大地震によるブラックアウトを受けまして、停電時の庁舎機能を維持するために、総合庁舎に

非常用電源を整備するものであります。 

次に、所管施設につきまして、市政のあらまし施設編に沿って御説明をしたいと思います。１ペ

ージから３ページにかけまして掲載しておりますのが、市庁舎であります。２ページの上段、（５）

のところに各庁舎の面積という表がございます。市の庁舎でありますけれども、総合庁舎、第二庁

舎、５条庁舎、第三庁舎のほか、民間から借り上げているセントラル旭川ビル、朝日生命旭川ビル、

フィール旭川を含め合計７カ所を庁舎として使用しているところであります。なお、朝日生命旭川

ビルにつきましては、ことしの１０月中をもって退去する予定となっております。 

次に、３ページの２、７条駐車場につきましては、鉄筋コンクリート造地下２層式の公共駐車場

で、指定管理者制度を導入し、現在、株式会社旭川振興公社が指定管理者となっております。 

次に、４ページの３、職員会館につきましては、市職員福利厚生会が会員の福利厚生施設として

設置し、運営している施設となっております。 

続いて、庁舎建設課並びに行政改革課、情報政策課及び公共施設マネジメント課で実施している

事業につきまして、庁舎建設担当部長及び行政改革担当部長から順次、御説明を申し上げます。よ

ろしくお願いいたします。 

○中野委員長 庁舎建設担当部長。 

○中野総務部庁舎建設担当部長 庁舎建設課で実施しております事業について説明いたします。市

政のあらまし行政編の５１ページをごらんいただきたいと思います。下段のほうにありますけれど

も、２６、庁舎建設整備基金積立金でございます。これは、庁舎整備に必要な資金を確保するため

平成１０年度に基金を設置し、積み立てを行っているもので、平成３０年度末の残高は、２５億１

千５１０万５千円でございます。本年度は、さらに１千２１８万４千円の積み立てを予定しており

ますが、積立金の一部を事業費に繰り入れて事業を進めることとしており、今年度末の残高は約２

５億１千５７６万９千円となる見通しでございます。 

次に、２７、庁舎整備推進事業費でございます。これは、新庁舎の建設に向けて設計業務を進め

るほか、当該事業が円滑に進められるよう具体的な検討や準備作業を行うものでございます。庁舎

建設課に係る事業は以上でございます。 

○中野委員長 行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 行政改革課、情報政策課及び公共施設マネジメント課で実施して

おります主な事業につきまして、市政のあらまし行政編に基づきまして御説明いたします。２９ペ
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ージをごらんください。３、行財政改革の推進でございますが、これは、平成２８年度に策定いた

しました行財政改革推進プログラム２０１６に基づき、効果的かつ効率的な行政運営の確立、持続

可能な財政運営の確立、市民主体のまちづくりの推進、市役所のスリム化と組織力の向上の４つの

改革プロセスに沿った取り組みを進めているものでございます。 

次に、４６ページをごらんください。２２、職員業務改善でございますが、事務処理の効率化、

経費削減、収入増加、または市民サービスの向上を図ることを目的として、自発的な職員の事業提

案や事務改善の取り組みを推進するものでございます。 

次に２３、電子市役所の構築でございますが、１、電子市役所推進事業につきましては、電子市

役所の実現に向け、システムの整備や電子化を推進するもので、北海道電子自治体プラットホーム、

通称ＨＡＲＰによる共通基盤と電子申請システムの共同運用や公共施設予約システムの運用などを

行っているものでございます。 

次に、４７ページに移りまして、２、電子計算組織の活用でございます。電子計算組織の活用に

つきましては、事務の効率化や市民サービスの向上を図るためコンピューターの活用を推進するも

ので、住民記録、税、年金、国民健康保険等に関する各種事務において必要なシステムの運用など

を行っているところでございます。 

次に３、電子情報セキュリティ対策につきましては、コンピューターウイルス等の不正プログラ

ムや不正アクセスなどから本市の情報資産を守るため、セキュリティー対策用の機器を設置するな

どの必要な対策を行っているものでございます。 

次に４、ブロードバンド整備につきましては、地域間の情報格差を是正するため、ブロードバン

ド未整備地域に光ファイバー等の高速通信網を整備するもので、本年度は東旭川町桜岡地区におい

てブロードバンド基盤整備を行います。 

最後に、５２ページに移りまして、２９、公共施設等管理推進事業でございますが、これは公共

施設マネジメントを効率的に推進するため、旭川市公共施設等総合管理計画に基づく第１期アクシ

ョンプログラムの取り組みとして、施設保有量の最適化や建物の長寿命化等を進めるものでござい

ます。以上が総務部の主な事業の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 防災安全部長。 

○中農防災安全部長 防災安全部の組織及び所管しております主な事業につきまして説明させてい

ただきます。 

初めに組織でございますが、部長、次長のほか防災課が１０名、交通防犯課が６名で業務を行っ

てございます。 

次に、主な事業につきまして、市政のあらまし行政編に基づき、御説明を申し上げます。５９ペ

ージ下段、３２、防災をごらんください。まず、１、防災施設等整備事業につきましては、旭川市

地域防災計画に基づき、備蓄食料の更新や増強、避難所で使用する毛布やマットの増強、指定避難

場所の標識の修繕など、防災体制の強化を図る事業でございます。 

次に、６０ページをごらんください。２、避難場所整備事業につきましては、大規模災害等によ

りライフラインが寸断された場合を想定し、指定避難所における暖房、発電機などの資機材の整備

や避難所の充実強化を図る事業でございます。 

次に３、コミュニティ防災資機材等整備事業につきましては、自主防災組織の結成や育成に係る
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講習等を行うことで、防災意識の高揚を図るとともに、大規模災害が発生した場合、市民みずから

が災害情報の伝達や避難誘導等が行える体制づくりを支援する事業でございます。 

次に、３３、交通安全・防犯ですが、まず、１、交通安全対策推進につきましては、地域や関係

機関、団体と連携し、各世代に応じた交通安全教室などを開催することで、市民の交通安全意識の

高揚を図っているところでございます。 

次に、６１ページをごらんください。２、交通安全市民大会につきましては、毎年７月、上川総

合振興局による飲酒運転根絶の日上川地区決起大会と合同で開催しており、交通事故のないまちづ

くりを目指すとともに、交通安全意識の高揚を図っているところでございます。本年は７月１１日

に、大雪クリスタルホールで約４００人が参加し、開催をしたところでございます。 

次に、５、市民交通傷害保障制度につきましては、旭川市民を加入対象者とし、交通事故により

傷害を受けた加入者の救済の一助とするため取り組んでいる事業でございます。 

次に、６２ページの６、地域安全活動推進事業につきましては、市民や関係団体による自主的な

防犯活動や暴力団の排除、悪質な客引きなどの防止を推進するほか、高齢者の方々で運転免許証を

自主返納する方へのサポートをすることで、犯罪や交通事故のない、安全で安心なまちづくりを目

指す事業でございます。以上、簡単でございますが、防災安全部が所管する主な事業や取り組みに

ついてでございます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 消防長。 

○吉野消防長 消防本部所管の業務概要につきまして、お手元の市政のあらまし行政編に沿って御

説明を申し上げます。消防行政につきましては５２ページから５９ページに掲載してございます。 

初めに、５２ページ、３０の１、消防力の現況についてですが、（１）の表は所属別、階級別の

職員数をあらわしております。所属につきましては、消防本部５課、４消防署で構成しており、職

員数は本年４月１日現在で技術職員１名を含め４０６人でございます。 

次に、５３ページ、（２）の表は、消防車両の配置状況でございます。本年４月１日現在、消防

団車両を除く車両台数は、タンク車等の災害活動用車両が３５台、救急車が１７台、その他の車両

が２０台の合計７２台となっております。 

次に、（３）の表は水利施設の現状を示しており、公設による水道消火栓が２千６２９基、防火

水槽が１４３基の合計２千７７２基となっております。 

次に、５４ページ、２、火災発生状況についてですが、平成３０年１月から１２月までの出火件

数は５６件で、前年と比較し９件減少しましたが、火災による死者は前年同数の４人となってござ

います。人口１万人当たりの出火件数、いわゆる出火率につきましては、全国平均で２．９７、全

道平均では３．１５であったのに対し、本市は１．６と全道平均よりも１．５５ポイント減少して

おります。 

次に３、消防通信についてですが、５４ページから５５ページをごらんください。平成３０年に

おける１１９番の受信件数は２万４千４０２件でございます。なお、１日平均の受信件数は６７件

となってございます。 

次に４、救急活動についてですが、平成３０年における救急出動件数につきましては、１万７千

５１２件で、前年比１千２５件、６．２％の増となり、１日平均４８件出動したこととなります。 

続きまして、各種事業の取り組みについて御説明いたします。初めに、５、救急高度化推進事業
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についてですが、この事業は、救急救命士や救急隊員の養成を図る事業でございます。今後も計画

的な養成を行い、救急業務の高度化を推進してまいりたいと考えております。 

次に５６ページ、６、防火クラブの育成についてですが、この事業は、地域の防火・防災意識の

高揚を図るため、自主防災組織の育成とともに、各種防火クラブの育成強化を図っております。現

在、幼年消防クラブ９８クラブ、９千２１５人、少年消防クラブ２クラブ、５０人、女性防火クラ

ブ１９クラブ、６０７人、スーパーエイジ防火クラブ、１０２クラブ、６千５２３人が地域の防火、

防災のため御活躍をされております。 

次に５７ページ、高齢者等防火安全推進事業についてですが、この事業は、緊急通報システム事

業と高齢者防火訪問事業により、ひとり暮らし高齢者等の安全、安心を確保するため、火災、急病

等の緊急時の連絡体制を確立する緊急通報システムの整備や、訪問などによる防火指導等の推進を

図るものでございます。 

次に８、消防団についてですが、５８ページから５９ページをごらんください。消防団は、本年

４月１日現在、３４分団６６６人で組織しております。定員７５０人に対しまして、充足率が８８．

８％となっており、現在、消防団員の加入促進に向けた取り組みを行っているところであります。

また、消防団の車両保有台数につきましては、ポンプ車４台、タンク車４台、小型動力ポンプ付積

載車が２７台の合計３５台となっております。 

次に、９、出前講座「今日からきみも消防士」についてですが、職員の創意と工夫により取り組

んでいる特別な予算を伴わない事業でございます。小学校社会科の学習時間に消防職員が講師とし

て出向き、消防車による放水などの体験的な学習や対話式の勉強を通して防火意識の普及を図るも

ので、昨年度は、旭川市内小学校４８校、上川町内の小学校１校、鷹栖町内の小学校１校の４年生、

２千４６６人を対象に実施いたしました。 

続きまして、南消防署緑が丘出張所開設事業について御説明申し上げます。本年１１月から運用

を開始する予定であります緑が丘地域複合コミュニティ施設の開設に合わせ、消防本部が所管する

南消防署緑が丘出張所の管理運営に必要な備品等の整備や開設に向けた準備作業を行うものでござ

います。以上、概括的ではございますが、消防本部にかかわります業務の概要説明とさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 監査事務局長。 

○高橋監査事務局長 監査事務局が所管する業務の概要につきまして、御説明申し上げます。監査

事務局は、独立した機関である監査委員の事務を補助しており、監査委員の命を受けて、地方自治

法に規定された定期監査や決算審査等が適切かつスムーズに実施されるよう、事前の調査や諸帳簿

との照合、検証、また、それらを踏まえた上での各事業の経営内容の分析等を行うことを主な業務

としているところでございます。職員数は１０名で、監査、審査に加え、財政援助団体や出資団体、

指定管理者への監査、また、例月の現金出納検査等を監査計画に基づき実施しているところでござ

います。 

これらが監査事務局の主な業務でございますが、市政のあらまし行政編に記載してある事業につ

いて御説明申し上げます。６５ページの３５、外部監査の実施についてでございます。これは、監

査機能の専門性と独自性を強化し、市民の信頼を高めるため、地方自治法の規定に基づきまして、

外部の専門的な知識を有する方と契約を締結して監査を受けるものでございます。本年度につきま
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しては、公認会計士の中島幹雄氏と包括外部監査契約を締結しているところでございます。本年度

の包括外部監査の対象は、補助金に係る事務の執行についてでございます。以上、よろしくお願い

いたします。 

○中野委員長 委員の皆様から、ここで何か御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、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。 

（５）所管施設等の視察について、この後、委員会を休憩し、別紙視察行程のとおり、所管施設

の視察を行いたいと思います。議長に対する委員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、そのように扱わせていただきたいと思います。庁舎正面にバスを用意しておりますの

で、午後２時３０分までに乗車を完了できるように御参集いただきたいというふうに思います。 

それでは暫時休憩いたします。 

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

休憩 午後１時４９分 

 

（再開されず散会 午後４時５５分） 


