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開会 午前１０時０１分 

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

○中野委員長 それでは、総務常任委員会を開会させていただきます。本日は、欠席、おくれる旨

の連絡はございません。全員出席でございます。 

１番目、令和元年第３回定例会提出議案について、認定第１号、認定第４号、認定第６号、議案

第１号、議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案第９号、議案第１

０号、議案第１１号、議案第１２号、議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号、

議案第１８号、議案第１９号、議案第９１号、議案第９２号、議案第９３号、議案第９４号、議案

第９５号、議案第９７号、議案第９８号、報告第１号、報告第２号、報告第５号について、順次、

理事者から説明をお願いいたします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 提出議案のうち、本常任委員会の所管に係る認定第１号、第４号及び第６号、

議案第１号及び第４号、並びに報告第１号から第２号につきまして、順次、御説明申し上げます。

なお、金額は１千円単位で説明させていただきます。 

まず認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算でございますが、歳入総額が１千５５４億５

千６６３万９千円、歳出総額が１千５４４億４千２９４万５千円となり、歳入歳出差し引き額、い

わゆる形式収支で１０億１千３６９万４千円の剰余となったところでございます。このうち、翌年

度へ繰り越すべき財源９千１３６万７千円を差し引いた実質収支は、９億２千２３２万７千円とな

っております。なお、実質収支の２分の１に相当する額、４億６千１１６万４千円は、条例に基づ

きまして、財政調整基金に編入しております。 

次に、認定第４号の平成３０年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算でございますが、歳入総額

が８千９１９万９千円、歳出総額が８千２３０万３千円となり、形式収支及び実質収支ともに６８

９万６千円の剰余となっております。 

次に、認定第６号の平成３０年度旭川市駅周辺開発事業特別会計決算でございますが、歳入総額

が２億４千６９６万４千円、歳出総額が１億７千３２６万４千円となり、形式収支及び実質収支と

もに７千３７０万円の剰余となっております。 

続きまして、本常任委員会の所管に係る決算の概要につきまして、平成３０年度旭川市各会計歳

入歳出決算事項別明細書により御説明申し上げます。初めに、総合政策部所管の事業のうち、主な

事業の執行状況について御説明申し上げます。まず、事項別明細書６８及び６９ページをお開きい

ただきたいと存じます。２款総務費１項総務管理費１０目企画費、高等教育機関設置検討調査費６

９３万６千２００円でございます。主要施策の成果報告書では２５ページに掲載してございます。

これは、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを進めるため、本市にふさわしい高等教育機関

のあり方などについて、調査検討を実施したものでございます。 

次に、同じく企画費、その下のほうにあります旭川版テレワークモデル推進費５５５万９千８４

０円でございます。成果報告書では５５ページに掲載しております。これは、大都市圏の仕事のテ

レワークによる受注を促進するため、テレワーカーの育成研修等を実施したものでございます。以

上が、総合政策部所管に係る平成３０年度決算の概要説明でございます。 

続きまして、地域振興部所管の事業のうち、主な事業の執行状況について御説明申し上げます。
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同じく事項別明細書６８、６９ページの２款総務費１項総務管理費１０目企画費、航空路線確保対

策費４千５０６万８千３７４円でございます。成果報告書では５９ページに掲載しております。こ

れは、国際定期便運航事業者に対する施設使用料補助などの運航支援や、旭川空港利用拡大期成会

と共同で要望活動、利用促進活動などを実施したものでございます。 

次に、事項別明細書１０２、１０３ページをお開きください。８款土木費４項空港費１目空港費、

空港整備費２億７千６２万８千９３８円でございます。成果報告書では６１ページに掲載しており

ます。これは、国際線ターミナルの増築にあわせて、エプロンの拡張工事などを行ったものでござ

います。以上、地域振興部の一般会計における主要な事業の説明でございます。 

続きまして、認定第４号、平成３０年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算の認定についてでご

ざいます。事項別明細書１５４、１５５ページをお開きください。１款事業費１項事業費１目管理

費、駅前広場駐車場運営費１千１９３万８千７９８円でございます。これは、駐車場運営事業に係

る委託や賃貸借などを行ったものでございます。 

続きまして、認定第６号、平成３０年度旭川市駅周辺開発事業特別会計決算の認定についてでご

ざいます。事項別明細書の１６６、１６７ページをお開きください。１款土地区画整理事業費１項

土地区画整理事業費１目総務費、駅周辺土地区画整理事業事務費６０万９千７９５円でございます。

これは、土地区画整理事業に係る事務経費となってございます。以上が、地域振興部所管に係る平

成３０年度決算の概要説明でございます。 

続きまして、総務部所管の事業のうち、主な事業の執行状況につきまして御説明申し上げます。

事項別明細書６６、６７ページをお開きください。２款総務費１項総務管理費９目財産管理費、庁

舎整備推進費１千５９８万３千６５６円でございます。成果報告書では７６ページに掲載してござ

います。これは、旭川市総合庁舎建替地の地質調査委託、地中熱採熱応答試験業務委託など、新庁

舎建設に向けた取り組みを実施したものでございます。以上、総務部の一般会計における主要な事

業の説明でございます。 

続きまして、認定第４号、平成３０年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算の認定についてでご

ざいます。事項別明細書１５４、１５５ページをお開きください。１款事業費１項事業費１目管理

費、公共駐車場運営費４千８８６万２千２９４円でございます。これは、指定管理者業務委託料、

電気料金、燃料費などでございます。以上が、総務部所管に係る平成３０年度決算の概要説明でご

ざいます。 

続きまして、防災安全部所管の事業のうち、主な事業の執行状況につきまして御説明申し上げま

す。事項別明細書６４、６５ページをお開きください。２款総務費１項総務管理費５目市民活動費、

交通安全対策費１千６１７万２千７２３円でございます。これは、地域及び関係機関、関係団体と

の連携を図り、交通安全運動の組織的な活動を推進するための運営費の補助、全市的な交通安全意

識の高揚及び交通安全知識の普及啓発のため、交通安全啓発用品などに要した経費でございます。

次に、事項別明細書１０８、１０９ページをお開きください。９款消防費１項消防費４目防災対策

費、洪水ハザードマップ整備費６８０万４千円でございます。これは、国と北海道が見直した洪水

浸水想定区域に基づき、本市の洪水ハザードマップを改定し、市内全世帯に配付したものでござい

ます。以上が、防災安全部所管に係る平成３０年度決算の概要説明でございます。 

続きまして、消防本部所管の事業のうち、主な事業の執行状況につきまして、御説明申し上げま
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す。同じく、事項別明細書１０８、１０９ページの９款消防費１項消防費３目消防施設費、高齢者

等防火安全推進費７千３９８万９千１３９円でございます。これは、在宅高齢者等の安全、安心を

確保するため、緊急通報システム事業、ホットライン１１９及び高齢者防火訪問事業、ほのぼの防

火訪問に要した経費でございます。次に、同じく３目消防施設費、消防自動車整備費２億１千３８

３万５千１２７円でございます。これは、消防署に配置しております高規格救急自動車２台と、救

助工作車１台の計３台を更新、整備するために要した経費でございます。以上が、消防本部所管に

係る平成３０年度決算の概要説明でございます。 

以上が、全て総務常任委員会の全ての所管にかかわる決算の概要ということでございます。 

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につきまして御説明申し上げます。

今回の補正予算につきましては、庁舎非常用電源整備費ほか１４事業で、歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ４億８千４４６万７千円を追加しようとするものでございます。本委員会の所管にかかわり

ましては、補正予算書９ページから１１ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしております事

業のうち、２款総務費に、庁舎非常用電源整備費で１４５万２千円、ＪＲ路線維持対策費で５５０

万円、９款消防費に、消防団活動推進費で１００万円、防災施設等整備費で２千２７４万５千円、

避難場所整備費で５２８万９千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。歳入につきまし

ては、７ページから８ページの事項別明細書、歳入にお示しいたしておりますもののうち、１９款

寄附金で７千６８５万２千円、２１款繰越金で１億５千５３０万５千円、２２款諸収入のうち、北

海道市町村振興協会設立４０周年記念特別支援事業交付金で３千７８万３千円をそれぞれ追加しよ

うとするものでございます。４ページの第２表、債務負担行為補正では、旭川空港運営事業等負担

金を追加しようとするものでございます。同じく４ページの第３表、地方債補正では、道路橋りょ

う整備事業の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、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（改訂版）に基づく見直しによる

証明手数料の額などの改定及び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

ます規定の整備を主な内容とするもので、取組指針に基づきます見直しにつきましては、６７７項

目のうち１０７項目で増額、４８８項目で減額しようとするものでございます。なお、使用料及び

手数料の改定後の料金案につきましては、それぞれの附属機関等での審議が終了した後、８月２０

日に庁内の行財政構造改革推進本部会議において協議した結果、５月１７日の本委員会でパブリッ

クコメント案としてお示ししたものから変更しないこととしたところであり、今回、同様の料金案

での提案とさせていただいているところでございます。 

続きまして、報告第１号、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報告について御説明申し

上げます。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字額がなかったことから、比率

が算定されなかったところでございます。また、実質公債費比率につきましては７．８％、将来負

担比率につきましては８９．５％となっており、いずれの比率も早期健全化基準には至っていない

ところでございます。 

次に、報告第２号、平成３０年度決算に基づく資金不足比率の報告についてでございますが、対

象となる６会計のうち、駅周辺開発事業特別会計、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別

会計、水道事業会計、下水道事業会計の５会計につきましては、資金不足額がなかったことから、
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比率が算定されなかったところでございます。残る病院事業会計につきましては、７億９千５６２

万２千円の資金不足が生じたため、資金不足比率が７．７％となりましたが、経営健全化基準の２

０％には至ってはいないところでございます。報告は以上でございます。何とぞよろしくお願いい

たします。 

○中野委員長 地域振興部長。 

○菅野地域振興部長 地域振興部に関します議案について、御説明を申し上げます。 

初めに、議案第５号、旭川市旭川駅前広場駐車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。本案は、共通駐車券、ラクラクチケットについて、旭川中心街共

通駐車券事務局からの加盟駐車場への支払い額が本年１０月から改定されることに伴い、共通駐車

券に係る駐車料金の額を改定するものでございます。なお、この条例は公布の日から施行し、１０

月１日以後に出場する自動車について適用することとしております。 

続きまして、議案第９１号、土地の無償貸付けにつきまして提案理由を御説明申し上げます。北

海道７空港の一括民間委託に関しましては、本年７月３日に優先交渉権者として選定され、本市の

ほか、国、帯広市及び北海道と基本協定を締結した北海道エアポートグループが、道内７空港の運

営事業を行うため、ＳＰＣ、北海道エアポート株式会社を設立したところでございます。本案は、

ＳＰＣが空港運営事業のため使用する空港用地のうち、市有地について無償で貸し付けしようとす

るものであり、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を得ようとするもの

でございます。 

続きまして、議案第９７号、特定地方管理空港運営者の指定につきまして提案理由を御説明申し

上げます。本案は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律、附則第１４条第５

項の規定に基づき、旭川空港の運営者として北海道エアポート株式会社を指定しようとするために、

議会の議決を得ようとするものでございます。指定の期間につきましては、本年１０月ごろを予定

している旭川空港運営事業等実施契約の締結日から３０年間とし、期間の延長が必要な場合は、当

該契約に基づき、５年の範囲内で延長を認めるものでございます。 

続きまして、先に総合政策部から説明がありました議案第４号、旭川市手数料条例の一部を改正

する条例の制定のうち、地域振興部所管分について御説明を申し上げます。開発行為許可申請手数

料や宅地造成工事許可申請手数料、市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料など、

都市計画に関する５２項目の手数料について改定するものでございます。以上、地域振興部にかか

わる議案でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 総務部長。 

○野﨑総務部長 総務部にかかわります議案につきまして御説明申し上げます。議案第６号、旭川

市職員の分限、懲戒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、会計年度任用職員

に係る規定などを整備しようとするものでございます。議案第７号、旭川市外国の地方公共団体の

機関等に派遣される職員の処遇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、地方

公務員法の一部改正などに伴い所要の改正をしようとするもの、議案第８号、公益的法人等への旭

川市職員の派遣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、公共施設等運営権者

への職員の派遣などに係る規定などを整備しようとするもの、議案第９号、旭川市職員の育児休業

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、会計年度任用職員の育児休業に係る
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規定などを整備しようとするもの、議案第１０号、旭川市職員の給与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、地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の期末手当及び会計年度任

用職員に対する給与の支給に係る規定などを整備しようとするもの、議案第１１号、旭川市会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につきましては、会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する事項を定めるために、条例を制定しようとするものでございます。議案第１２号、

旭川市特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方

公務員法の一部改正などに伴い、所要の改正をしようとするもの、議案第１４号、旭川市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例及び旭川市人事行政の運営等の状況の公表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、会計年度任用職員制度に係る規定を整備しようとするもの、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、地方公務員法等の一部改正に伴い、

職員の退職手当、企業職員の期末手当及び公営企業における会計年度任用職員に対する給与の支給

に係る規定などを整備しようとするものであります。議案第９２号、９３号、９８号及び報告第５

号につきましては、後ほど総務監から御説明申し上げます。議案第９４号及び第９５号は同一の事

項でございまして、平成３０年８月３１日、市内６条通１１丁目において、庁用の軽自動車が相手

方の車両と接触し、運転者と同乗者の２人が負傷し、損害を与えたものであります。議案第９４号

は、その損害賠償の額を１５８万６千６７３円と、議案第９５号は、１１５万２千１５０円と定め

ようとするものでございます。なお、この事故による車両に係る損害賠償につきましては、平成３

０年１０月１７日に示談を終え、同年第４回定例会において専決処分したことの報告を終えており

ます。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 消防長。 

○吉野消防長 消防本部が本定例会に提出しております議案第１６号、議案第１７号、議案第１８

号及び議案第１９号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

初めに、議案第１６号、旭川市総合防災センターコミュニティホール等の使用に関する条例の一

部を改正する条例の制定につきましては、受益と負担の適正化を図るため、旭川市総合防災センタ

ーコミュニティホール､消防団会議室及び旭川市北消防署附属体育館の使用料を改めようとするも

のでございます。 

次に、議案第１７号、旭川市消防団員の定員並びに任免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、令和元年６月１４日に公布された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により、地方公務員法及び地方自治法の一部が

改正され、同年１２月１４日に施行されることに伴うもので、内容につきましては、各法令の欠格

条項から成年被後見人及び被保佐人が削除されることに伴い、本市消防団員の任命要件に係る規定

及びその他所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 

次に、議案第１８号、旭川市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、建築基

準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、平成３０年９月

１２日に公布され、建築基準法施行令の一部が改正されたことに伴い、同条例において引用する条

項及びその他所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 

次に、議案第１９号、旭川市消防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、地方
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公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が、令和元年５月２４日に公布され、

同年１０月１日に施行されることとなるもので、内容につきましては、令和元年１０月１日の消費

税率引き上げに伴う、危険物施設設置許可等に関する手数料の改定により、同条例に定める手数料

を改め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。 

○中野委員長 総務監。 

○佐藤総務部総務監 議案第９２号、議案第９３号の財産の取得、及び議案第９８号の議決変更並

びに報告第５号専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。 

最初に、財産の取得でございます。議案第９２号は、鋼材等の先端加工技術指導を行うため、プ

レスブレーキ１式を２千７２８万円で株式会社サークル商事から買収しようとするものでございま

す。議案第９３号は、緊急通報システム通報機器２００組の買収につきまして、契約金額１千９９

８万円で契約を締結いたしましたが、消費税及び地方消費税の増税に伴い、契約金額を２千２０万

２千円に改めようとするものでございます。 

次に、議決変更でございます。議案第９８号は、平成３０年６月２９日に議決いただきました空

港用化学消防車１台の取得につきまして、契約金額１億２千５２万８千円で契約締結いたしました

が、消費税及び地方消費税の増税に伴い、契約金額を１億２千２７６万円に改めようとするもので

ございます。 

次に、報告第５号の専決処分の報告についてでございます。第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工

事につきましては、平成３０年６月１５日に議決いただきまして、契約金額８億１千万円で契約締

結いたしましたが、労務単価等の変動に対処するため、契約金額を８億１千５６１万８１６円に変

更するもので、令和元年８月２３日に専決処分させていただいたものであります。 

次に、東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ａ）新築工事につきましては、平成３０年６

月１５日に議決いただきまして、契約金額５億２千９２０万円で契約を締結いたしましたが、労務

単価等の変動に対処するため、契約金額を５億３千３１８万６千７１２円に変更するもので、令和

元年８月２３日に専決処分させていただいたものであります。 

次に、東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ｂ）新築工事につきましては、平成３０年６

月１５日に議決いただきまして、契約金額４億６千７６４万円で契約を締結いたしましたが、労務

単価等の変動に対処するため、契約金額を４億７千１１２万５千９１６円に変更するもので、令和

元年８月２３日に専決処分させていただいたものであります。以上、地方自治法第１８０条第２項

の規定により御報告申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 委員の皆様から、何か発言は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たいと思います。次の報告事項についての議事にか

かわりのない理事者の退席をお願いいたします。 

それでは、２番目、報告事項についてでございます。最初に、旧東海大学旭川キャンパス施設に

関するサウンディング型市場調査の結果について、理事者のほうから報告をお願いいたします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 旧東海大学旭川キャンパス施設に関するサウンディング型市場調査の結果に

ついて概要を御報告申し上げます。本調査は、当該地に対する民間事業者の利活用の意向や、利活
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用に当たっての課題などを把握するため、令和元年６月１８日に実施要領を公表いたしまして、７

月１８日に開催いたしました現地見学会には５者、説明会には６者の参加があり、このうち３者か

ら事業提案書が提出され、この３者に対しまして、８月８日にサウンディングを実施したものでご

ざいます。 

サウンディング調査では、民間事業者から、市内中心部から近く利便性がよい、自然に恵まれ、

市内を一望できるロケーションが魅力であるなどの意見があり、具体的な事業提案につきましては、

家具製造及び体験交流施設、文化及び観光施設、高齢者向け福祉施設といった内容で、購入や賃借

のほか、公設民営といった手法での提案がございました。調査結果から、当該地につきましては、

民間事業者による利活用の可能性があることが把握できた一方、民間事業者による利活用を促進す

るためには、都市計画法上の用途の制限などの課題があることが分かったところでございます。 

今後は、今回の調査結果を踏まえまして、有識者や地元住民の御意見もお聞きしながら、民間事

業者への売却や貸し付けを含めた有効活用について検討を行った上で、当該地の跡利用に関する基

本方針を定めまして、できる限り早期に跡地の利活用を進めてまいりたいと考えてございます。報

告は以上でございます。 

○中野委員長 ここで、委員の皆様から何か御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、報告を受けたということにとどめたいと思います。 

次に、新庁舎建設事業スケジュールについて、理事者のほうから報告をお願いいたします。 

庁舎建設担当部長。 

○中野総務部庁舎建設担当部長 新庁舎建設事業のスケジュールについて御報告いたします。新庁

舎の建設工期につきましては、ことし４月の基本設計の完成時に、来年４月の着工を予定し、令和

４年９月末の完成後、引っ越し作業等を行い、令和５年１月の供用開始というスケジュールを示し

てまいりました。その後、関係団体との意見交換など情報収集を重ねる中で、令和４年９月の完成

は厳しいという意見が出されました。このような状況を踏まえ、庁内で検討を行い、本日配付した

資料のとおり、工事の完成を令和５年８月末に延期するようスケジュールを変更することといたし

ました。 

工期の延長は、労働者不足や働き方改革などに伴うもののほか、市町村役場機能緊急保全事業債

の期限が延長になったことも踏まえ、１～２年目の冬期施工を行わないことで、建設費用の抑制を

図ることとし、冬期休業に係る延長を含め、総体として１１カ月の延長になったものであります。

令和５年８月の新庁舎完成後も、軒下や荷さばきスペースといった外構の工事は続きますが、並行

して購入備品の搬入作業などを行い、供用開始は令和５年第３回定例会後の１１月を想定しており

ます。 

今後は、来年４月の工事の着工に向けて、第４回定例会では、本体工事の費用を補正予算で継続

費として提案し、１月末の予定の実施設計終了後に速やかに契約手続を進め、来年、第１回定例会

では、契約議案を提案できるよう取り組みを進めてまいります。また、令和５年８月末までに工事

を終わらせるためには、次年度４月早々の工事着手が必要でありますことから、今年度中に永隆橋

通り側からの工事車両の進入経路の確保のため、準備工事を行うことを予定しております。説明は

以上でございます。 
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○中野委員長 委員の皆様から、何か御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、報告を受けたということにとどめたいと思います。 

次に、旭川市行財政改革推進プログラム２０１６の進行状況について、理事者のほうから報告を

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 旭川市行財政改革推進プログラム２０１６の進行状況につきまし

て報告をいたします。当プログラムは、平成２８年５月に策定し、その取り組み期間を平成２８年

度から令和元年度までとしておりまして、今回、平成３０年度の取り組み状況をまとめたところで

ございます。お手元の資料１ページに全体の概要を記載しております。上段の改革プロセスに基づ

く取り組みの進行状況の実施件数でございますが、プログラム全体の取り組み１２８項目のうち、

既に実施済みのものが１７件、予定どおり進んでいるものが９７件、予定よりおくれているものが

１３件、実施年度未到来のものが１件、実施不可のものがゼロ件となっております。 

次に、下段の表の財源確保額に関する状況をごらんください。収入の確保につきまして、令和元

年度予算編成時までに累計で２０．５億円の目標額に対して、１２．３億円を確保し、支出の抑制

につきましては３９．２億円の目標に対して、８７億円を確保したところでございます。合計で目

標額５９．７億円に対し、９９．３億円の実績となっております。 

次に、２ページから５４ページまでは、個別の取り組み項目につきまして、その実績や進行状況、

財源確保額、令和元年度以降の予定等を整理しております。また、最後のページの５５ページでご

ざいますが、財政健全化に向けた取り組み状況として、プログラムに目標を定めている市債借入額、

経常収支比率、収納率、職員数など、１０の目標の指標につきまして、平成３０年度の状況を記載

しております。 

プログラムの進行状況の概略につきましては以上でございますが、取り組み内容としては、おお

むね予定どおりには進んでいると思っておりますが、依然として財政は厳しい状況にもございます。

今後は、新庁舎の建設やごみ処理施設の更新など、大型の公共投資事業が続きますことから、第８

次総合計画の着実な推進を図るためにも、引き続き、さらなる行財政改革に努めてまいります。な

お、本件につきましては、本日の本委員会への報告後にホームページ等により公表する予定として

おります。また、本プログラムは今年度が最終年度となっております。来年度４月を目途に新しい

プログラムに改定することを予定しております。行財政改革推進プログラム２０１６の進行状況に

つきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 委員の皆様から、何か御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、報告を受けたということにとどめたいと思います。 

次に、地域集会施設の活用に関する実施計画について、理事者のほうから報告をお願いいたしま

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につきましては、７月２３

日の本常任委員会において、市民参加手続の結果について御報告をさせていただいたところでござ
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いますが、その後、附属機関の調査、審議等の結果を踏まえ、８月２８日に実施計画を策定いたし

ましたので御報告いたします。資料として、地域集会施設の活用に関する実施計画をお配りしてお

りますが、この資料につきましては、本常任委員会終了後に全議員に配付したいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

お配りしている計画でございますが、改めて御説明いたしますが、対象となる施設は住民センタ

ー、地区センター、公民館、農村地域センター、地域活動センター、地区センターの合計３４施設

となっておりまして、昨年度までに策定済みであります公共施設等総合管理計画アクションプログ

ラムにおける施設再編計画及び地域集会施設の活用方針に基づき、主に地域住民が利用する地域集

会施設を効率的に活用するために、具体的な取り組み内容を整理したものでございます。本実施計

画では、将来像である全ての地域施設で地域自治の推進や生涯学習の振興に関するものも含めて、

多様な利用目的に対応できる環境の整備を目指して、２段階に分けて取り組みを進めていくことと

しており、令和２年度からの第１段階に向けては、施設の使用料や運用について、できるだけ共通

化を図り、施設の利用者の活動の幅や選択肢を広げていくという考え方で進めてまいります。 

また、令和６年度からの第２段階に向けての取り組みについてでございますが、新年度からの取

り組みにより、地域集会施設の効率的な活用を図りながら、その後の施設の利用状況などを踏まえ、

社会教育法に基づく公民館の位置づけを初め、生涯学習活動の事業実施や、最新のコストに基づく

利用負担額の改定、社会教育団体、農業団体等の減免の取り扱いの見直しなどについても検討して

まいります。報告は以上でございますが、本実施計画に関連する施設につきましては、新年度４月

からの取り組みの実施に向けまして、第３回定例会に施設所管部局において条例改正議案を提案し

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○中野委員長 委員の皆様から、何か御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、報告を受けたということにとどめたいと思います。 

次に、令和元年８月８日から９日にかけての前線に伴う大雨の対応について、理事者のほうから

報告をお願いいたします。 

防災安全部長。 

○中農防災安全部長 ８月に発生しました大雨によりまして、避難所を開設した事案がございまし

たので、その内容につきまして御報告いたします。資料をごらんください。８月８日から９日の前

線に伴う大雨の対応ですが、前線を伴った低気圧の接近、通過により、市内において、８日の夜か

ら９日の昼前にかけて断続的に激しい雨が降り続き、８月９日、４時１２分に大雨警報が、さらに、

７時２３分に洪水警報が発表され、７時２３分に市の体制を災害警戒配備体制に移行しております。

江丹別川では、水位の上昇が見られ、８時に江丹別川の萬台橋水位観測所で避難判断水位まで水位

が上昇しましたことから、８時１０分に江丹別支所に避難所を開設、江丹別中央、清水、芳野、中

園地区の５１世帯１０９人に対し、警戒レベル３の避難準備、高齢者等避難開始を発令しておりま

す。避難所へは３世帯７人が避難されましたが、１４時３５分までには全員が帰宅しております。

なお、大雨警報は、１１時２１分に、また、洪水警報は１５時９分に解除となり、１５時１０分に

避難所を閉鎖、また、同時刻をもって災害警戒配備体制を解除しております。 

次に被害等ですが、江丹別を走っている道道の一部、約１０キロにわたって一時通行どめとなり
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ましたが、１４時２０分に解除となっております。また、中園地区の一部のソバ畑で０．２ヘクタ

ールの浸水がございました。被害額については調査中でございます。以上で、８月８日から９日に

かけての大雨による対応状況についての御報告とさせていただきます。 

○中野委員長 ここで、委員の皆様から何か御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、報告を受けたということにとどめたいと思います。 

次に、旭川市国民保護計画の変更について、理事者のほうから報告をお願いいたします。 

防災安全部長。 

○中農防災安全部長 旭川市国民保護計画の一部を変更いたしましたので、御報告させていただき

ます。市町村の国民保護計画は、国民保護法第３５条の規定により、市町村がその内容を変更した

ときは、議会に報告するとともに公表するとされております。資料をごらんください。今回の変更

につきましては、本年４月に実施いたしました本市の組織改正に合わせ、旭川市国民保護計画資料

編のうち、国民保護対策本部の組織及び事務分掌の一部を変更したほか、本編及び資料編におきま

して、経年による統計資料数値の修正等を行ったものです。なお、このたびの変更は国民保護法施

行令第５条に定める軽微な変更に該当しますことから、国民保護法に規定しております北海道知事

への協議及び市町村国民保護協議会への諮問は行わず、庁内検討委員会で承認を得た変更案をもっ

て決定しております。 

今後の予定でございますが、計画の変更についての公表につきましては、市のホームページに掲

載して周知を図りますとともに、旭川市国民保護計画の追録として、議員各位、並びに関係各機関

に配付させていただきます。以上で、旭川市国民保護計画の変更についての御報告とさせていただ

きます。 

○中野委員長 ここで、委員の皆様から何か御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、報告を受けたということにとどめたいと思います。以上で、総務常任委員会を散会さ

せていただきます。 

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

散会 午前１０時５０分 

 

 


