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開会 午後１時０２分 

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

○金谷委員長 それでは、開会いたします。 

１、市民生活、保健衛生、福祉、清掃及び環境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、（２）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、（３）旭川市プレミアム付商品券発行事業の実施について、理事者か

ら報告をいただきます。 

市民生活部長。 

○和田市民生活部長 使用料・手数料の見直し案に対する市民参加手続につきましては、総務常任

委員会所管の案件ではございますが、個別の使用料・手数料の所管部局として関連がありますので、

御報告を申し上げます。民生常任委員会が所管する使用料・手数料は税務部、市民生活部、福祉保

険部、子育て支援部、保健所及び環境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、関連部局を代表いたしまして市民生活部から報告をさせていただきます。 

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）意見提出手続におきましては、５個人、１団体から

８件の意見提出があり、意見と本市の考え方は、別紙としてこの資料の２枚目、３枚目に添付いた

しております。主な内容といたしましては、別紙の２ページ目、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は

ありませんが、同じ２ページ目のナンバー３、ナンバー５、３ページ目のナンバー６で施設の運用

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）市民説明会についてでございます。市民説

明会などは、全体説明会、個別説明会、利用者・関係団体への説明会、附属機関などに合計８４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が得ら

れていると捉えているところであり、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

にしたいと考えております。 

現在は、それぞれの附属機関等において、所管の使用料・手数料につきまして調査、審議等を行

っているところでございまして、８月には、これらを踏まえ料金改定の最終案をまとめ、５月の本

委員会で報告いたしましたとおり、９月の第３回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。 



- 2 - 

続きまして、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きましても

総務常任委員会所管の案件ではございますが、地域集会施設の一部を所管する部局として関連があ

りますので、御報告を申し上げます。資料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、意見提出手続につきましては、５月１７日の常任委員会で報告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件の御意見

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、町内会等に対する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、また１枚目に戻っていただきたいと存じますが、２、市民説明会につきましては、５月７

日から６月６日までの日程で全市的な使用料・手数料の見直しを合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、合計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。説明会におけます意見、質問等の主な

内容につきましては、資料の項目ごとに内容を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改定の考え方、

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、あるいは指定管理者制

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や質問がございまし

た。なお、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、現時点では内容を変更するような修正はございませんでした。 

最後に、今後のスケジュールでございますが、実施計画につきましては、今後、総務部が所管す

る市の附属機関の旭川市行財政改革推進委員会での審議を経まして、８月中旬をめどに策定する予

定となっております。また、実施計画に関係する施設につきましては、９月の第３回定例市議会に

条例の改正案を提案する予定でございます。報告は以上でございます。 

○金谷委員長 福祉保険部長。 

○稲田福祉保険部長 今年度、実施を予定しております旭川市プレミアム付商品券発行事業につき

まして、今般、その事業計画の詳細がかたまり、今後、具体の手続や商品券の販売等が開始となり

ますので、その内容について御報告申し上げます。お配りしております資料、３枚もののうち１枚

目をごらんください。 

本事業は、本年１０月からの消費税率の引き上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を

緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、プレミアム付商品券

の発行、販売を行う事業でございます。財源は、全額国庫支出金を活用し、全国共通の枠組みで行

うものでございます。商品券の購入対象者につきましては、２つの区分があり、１つ目が、平成３

１年１月１日時点において本市に住民票があり、令和元年度の市民税が課税されていない方、いわ

ゆる非課税者でございます。ただし、市民税が課税されていなくても、課税者に扶養されている方

や生活保護受給者などは対象外となっています。２つ目が、基準日において本市に住民票があり、

平成２８年４月２日から本年９月３０日までに生まれた子がいる世帯の世帯主でございまして、対
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象となる子どもの人数に応じて、商品券を購入することができます。なお、非課税者分、子育て世

帯分、両方の要件に該当する場合は、それぞれの分から商品券の購入が可能となるものでございま

す。対象者数といたしましては、予算上、非課税者分が約８万３千人、子育て世帯分が約７千人と

見込んでおります。 

次に、商品券の仕様についてでございますが、１セット５千円分の商品券を４千円で販売するこ

ととしており、対象者一人につき最大５セット、２万５千円分まで購入可能となっています。 

次に、商品券に係る申請から使用までの流れについてでございますが、まず、商品券を購入する

ためには、購入引換券が必要であり、また、非課税者が購入引換券の交付を受けるためには、本人

の同意を得て税務情報との照合を行うため、市に申請手続をしていただく必要がございます。その

ため、対象となる可能性がある方に対しては、８月１日以降、申請書を送付いたしますので、商品

券の購入を希望される方は、申請書に必要事項を記入し、市に返送していただくこととしておりま

す。申請書の受け付け期間は８月５日から１１月２９日までで、基本的に申請書の提出は、同封の

返信用封筒での返送をお願いすることになりますが、郵送以外での申請方法として、５条通９丁目

のベストアメニティ旭川ビルにある市の担当窓口においても受け付けを行うこととしています。ま

た、申請書の書き方や申請方法等に関する問い合わせに対応するため、コールセンターも開設して

いるところでございます。一方、表の右側に記載しておりますように、子育て世帯については申請

が不要とされておりますので、特段の手続は必要ございません。 

次に、資料裏面になりますが、購入引換券は、非課税者、子育て世帯とも９月下旬から順次、発

送を開始する予定でありますので、購入引換券が届きましたら、１０月１日以降商品券を御購入い

ただけるという流れとなります。 

次に、商品券の販売及び使用についてですが、販売期間は来年２月２８日までとなります。販売

場所は、金券を長期間扱うという業務の性質から金融機関が望ましく、その中でも市内に２５店舗

を有し、市内全域をカバーできること、以前の商品券事業において取り扱い実績があることなどを

勘案し、旭川信金に委託することとしたところでございます。販売時間は、通常の営業時間である

平日の午前９時から午後４時まで、一部店舗は午後３時までとなりますが、購入対象者の利便性向

上のため、１０月２７日と１１月１０日の２回の日曜日につきましても、本店を初めとする５つの

店舗で休日販売を行うこととしています。また、商品券の使用可能期間は１０月１日から来年２月

２９日まで、利用可能店舗は７月９日時点で１千７０店舗が登録されており、店舗一覧につきまし

ては、購入引換券の送付時に同封するほか、市のホームページにも掲載することとしています。 

次に、広報についてでございます。本事業につきましては、以前の臨時福祉給付金のときと同様

に、国においても広報活動が行われることとされておりますが、市といたしましても、先ほど御説

明いたしました非課税者への個別勧奨を実施いたしますほか、広報誌やホームページ、新聞、フリ

ーペーパー等を通じた広告掲載やチラシやポスター、回覧版などを通じた広報などを行うことによ

り、できるだけ多くの方々に本事業を知っていただき、御利用いただけるよう周知に努めてまいり

たいと考えています。 

最後に、本事業の実施体制についてですが、事業の実施に当たりましては、福祉保険課内にプレ

ミアム付商品券担当という専担の組織を設置しておりますほか、一部商品券の販売、換金や取扱店

舗の募集等の事務につきましては、経済団体と福祉団体及び本市からなる実行委員会を組織し、事
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業の推進を図っているところでございます。以上、旭川市プレミアム付商品券発行事業についての

御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 ここで、どなた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、（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

から説明を受けます。 

税務部長。 

○山口税務部長 それでは、税務部が所管いたします事務につきまして御説明を申し上げます。初

めに、税務部の組織でございますが、税制課、市民税課、資産税課、納税管理課、納税推進課の５

課及び１６係で構成されておりまして、部全体での職員数は１４１名となっております。税務部は、

市税の賦課及び徴収並びに国民健康保険料の徴収を担当しておりまして、さまざまな市民サービス

を提供する上で必要となる自主財源の確保の役割を担っております。 

それでは、市政のあらまし行政編に基づきまして御説明申し上げます。６７ページをごらんいた

だきたいと思います。このうち、１、ふるさと納税推進及び２、税総合オンラインシステム整備の

２件が所管する事業でございます。初めに、ふるさと納税推進についてでございます。この事業は、

本市の認知度向上及びふるさと納税の促進のため、寄附者の利便性向上を図るとともに、本市の魅

力やふるさと納税に関する情報を広く発信するため、返礼品の調達、発送や寄附金の収納代行業務

等の委託を行っております。寄附件数と金額の実績につきましては、過去３年度分を掲載しており

ますが、件数、金額ともに増加してきている状況にございます。これまでの取り組みといたしまし

ては、平成２７年度から寄附受け付けポータルサイトの利用を順次開始し、インターネット上での

クレジットカードなどを利用した寄附手続を導入したことに加えまして、平成２９年度からは、返

礼品の公募を開始し、魅力ある返礼品の拡充を図ってまいりました。また、平成３０年度からは、

具体的な事業名や事業内容を寄附者にお示しするよう改め、寄附者の共感を呼び込むための工夫を

行ったほか、旭川空港でのＰＲイベントの開催などにより、本市の魅力を幅広くＰＲしてきている

ところでございます。今年度におきましても、こうした取り組みのほか、返礼品につきまして、体

験型のもの、いわゆるコト消費型返礼品の拡充を図り、実際に本市にお越しいただき、本市の魅力

を体験していただけるようなきっかけをつくってまいりたいと考えております。 

続きまして、税総合オンラインシステム整備についてでございます。当該システムは、市税の公

平、適正かつ効率的な賦課徴収の実施や税証明の発行など、市民サービスの向上を図るために運用

しておりまして、この事業は、税制改正等に対応するためにシステムの改修を行うものでございま

す。平成３０年度の事業実績につきましては４千８２０万８千円、今年度予算額は７千１３５万円

となっております。 

最後に、７７ページをごらんいただきたいと思います。１、住民サービスの向上事業の（２）コ

ンビニ交付システム管理事業でございます。中段から少し上のほうでございます。この事業のうち、

税務部所管分といたしまして、本年１０月から所得課税証明書のコンビニ交付の開始を予定してい

るところでございまして、今年度はシステムの整備と運用などに要する費用として３千４１２万４

千円を計上しているところでございます。以上、概括的でございますが、税務部所管の事業につき

まして、御説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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○金谷委員長 市民生活部長。 

○和田市民生活部長 市民生活部の業務の概要につきまして御説明を申し上げます。初めに、部の

組織といたしましては、市民生活課、市民活動課、地域まちづくり課、市民課のほか、神居、江丹

別、永山、東旭川、神楽、西神楽及び東鷹栖の７支所で構成されており、職員数は計１５４人でご

ざいます。 

次に、市民生活部の業務の概要についてでございますが、戸籍の届け出や住所変更などの受け付

け、住民票など証明書の発行のほか、墓地や火葬場、町内会や市民委員会、地域のまちづくりに関

することなど、市民の皆様にとって身近な業務を取り扱っております。特に、事業を進めるに当た

りましては、社会情勢の変化への対応という点で、例えば、昨年９月から旭川市共同墓を供用開始

し、また、本年６月には、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストア等での住民票の写

し及び印鑑登録証明書の交付サービス、いわゆるコンビニ交付を開始いたしました。また、人口減

少、少子高齢化などが進み、地域コミュニティーの希薄化や担い手不足が課題となっている中で、

住民がみずから地域の課題を解決し、暮らしやすい地域をつくるためには、行政がそうした活動を

支援していくことが不可欠であると認識しているところでございます。そうした観点も踏まえまし

て、市政のあらましに基づき、業務内容の主なものを順次、御説明申し上げます。 

まず、行政編では、６７ページから８１ページまでに掲載されておりますが、６８ページをごら

んください。６８ページ、５の結婚支援についてでありますが、２、縁結びネットワーク活動促進

事業については、旭川市と結婚支援活動を行っている団体であさひかわ縁結びネットワークを構成

いたしまして、結婚支援情報の収集や発信を効果的、効率的に行うとともに、出会いの場となる婚

活イベントを開催するなど、市全体の結婚支援の機運が高まるような取り組みを進めております。 

次に、７２ページから７６ページ、８の市民活動についてでございますが、まず７２ページ、１、

住民組織活動の推進につきましては、地域課題の発見、解決や地域内の調整を図り、住民と行政と

を結ぶパイプ役を担う各地区市民委員会やその全市的な連合組織である旭川市市民委員会連絡協議

会、町内会が行う事業を支援することで、住民組織活動の活性化を図ろうとするものでございます。

７４ページ、３、地域会館建設費等補助事業につきましては、地域住民が利用する地域会館等を設

置する団体に対しまして補助金を交付しようとするものでありますが、今年度から会館等の解体も

対象とするなど、制度を一部拡充いたしました。また、７５ページの６、協働のまちづくり推進事

業につきましては、団体からの提案を受けたイベントなどを市の関係部局と協力して取り組む事業

を実施するほか、セミナーなどを開催いたしまして、協働についての理解の促進と機会の創出に努

めていくものでございます。 

次に、７６ページから７９ページ、１１の窓口業務の改善についてでございますが、７６ページ、

１、住民サービスの向上事業につきましては、住民サービスの向上と事務の効率化を目的といたし

まして、住民基本台帳ネットワークシステム、戸籍総合システムを導入し、各システムの適正かつ

安定的な稼働に努めるほか、北海道からの権限移譲を受けましたパスポート発給等を行っておりま

す。さらには、先ほど御説明申し上げましたコンビニ交付により、証明書交付に係る待ち時間の短

縮化や、時間外、休日における証明交付など利便性の向上を図っているところでございます。また、

７８ページ、２、市民サービスセンターの開設につきましては、平成２７年６月から、神楽支所に

おきまして、市民課及び各支所の開庁時間に来庁することが困難な市民の皆様に対しまして、住民
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基本台帳、印鑑登録等に係る届け出の受け付け、証明書の交付業務及び各種相談業務を行う市民サ

ービスセンターを毎月１回、土曜日に試行的に実施しております。 

次に、７９、８０ページ、１３の地域まちづくり推進事業についてでございますが、全市１５地

域に設置するまちづくり推進協議会を通じまして、地域で活動するさまざまな団体が地域課題を共

有し、その解決に取り組む事業主体に対して補助金及び負担金を交付しようとするものでございま

す。本年度は、地域で自由に提案できる地域提案事業の補助枠を拡大したほか、市が事業テーマを

設定する行政提案事業を地域と市の協働事業といたしまして、従来の補助金制度から負担金制度に

見直すなど、地域活動の促進や地域と行政の連携強化を図ってまいります。 

次に、８０ページ、１４の緑が丘地域複合コミュニティ施設（仮称）整備事業及び１５の緑が丘

地域複合コミュニティ施設（仮称）開設準備事業についてでありますが、この事業は、緑が丘地域

の新たな活動拠点となる複合コミュニティー施設の整備をするもので、本年１１月１日の供用開始

に向け準備を進めているものでございます。なお、施設の名称につきましては、さきの第２回定例

会で議決をいただき、正式に緑が丘地域活動センターとしております。 

次に、８１ページ、１８の西神楽支所等施設再編整備事業についてでございますが、西神楽地域

の住民の利便性向上と行政の効率化を図るため、西神楽農業構造改善センターを増改築して、老朽

化した西神楽支所を移転させる公共施設再編を行うものでございます。次年度中の移転に向け、今

年度は、西神楽農業構造改善センターの増改築工事及び西神楽支所庁舎の解体撤去工事の実施設計

を行っております。 

次に、同じく８１ページ、１９の旭川聖苑火葬炉等整備事業についてでございますが、火葬件数

の増加や火葬炉の老朽化に対応するため、既存火葬炉の更新を行うものでございます。今年度は、

火葬炉更新に向けた設計を行っております。同ページの２０、合葬式施設整備事業についてであり

ますが、少子高齢化の進行、価値感の多様化等を背景とし、従来の承継者を前提とした墓地ではな

い合葬式施設の需要に応え整備したもので、昨年９月より供用を開始いたしました。 

最後に、市民生活部が所管する施設につきましては、市政のあらまし施設編の１３ページから３

７ページまでに掲載されておりまして、支所、まちづくりセンター、住民センター、地区センター、

旭川聖苑など全３６施設のほか、市営墓地等を所管しておりまして、これら施設につきましては、

今後とも適切な管理運営に努めてまいります。以上、概括でございますが、市民生活部における所

管業務の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 福祉保険部長。 

○稲田福祉保険部長 福祉保険部の業務の概要について御説明申し上げます。福祉保険部の所管事

務は大別いたしますと、社会福祉に関する事項と保険制度に関する事項となっています。初めに、

組織体制についてでございますが、本年６月１日現在、１０課３５係で組織しており、所属職員は

３１１名となっています。そのうち、国民健康保険課、長寿社会課及び介護保険課の事務に関して

は保険制度担当部長が、また、その他の事務につきましては、私、福祉保険部長の所掌範囲となっ

ています。 

それでは、市政のあらましに基づきまして、福祉保険部が所管している事業について御説明をさ

せていただきます。まず、あらましの８１ページ、大きな２１番、国民健康保険についてでござい

ます。国民健康保険につきましては、これまで、国民健康保険準備基金からの繰り入れや市長の政



- 7 - 

策的判断による一般会計からの法定外繰り入れを行うことなどにより、保険料の引き下げに努めて

まいりましたが、平成３０年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的

な役割を担うことで、制度の安定化を目指す大規模な制度改正が行われました。北海道では、国保

加入者の負担の公平化を進め、令和６年度を目途に保険料水準の統一を目指しているところでござ

います。今年度の保険料については、８３ページの１、賦課割合・料率の変遷の表のとおりとなっ

ております。また、賦課限度額につきましては、医療分が５８万円、支援分が１９万円、介護分が

１６万円と、医療分において前年度から４万円の増額となっています。国保料の負担軽減にかかわ

りましては、８４ページの３、低所得者の軽減措置等にお示ししておりますとおり、保険料の７割、

５割、２割の法定軽減に加えて、条例に基づく本市独自の基準を設け、１割の軽減措置を図ってい

ます。また、平成２８年度からは、子育て世代への経済的支援を目的として、一定の基準に該当す

る世帯の１８歳未満被保険者の均等割減免を創設し、令和元年度については最大３割の減免措置を

講じているところでございます。 

次に、被保険者数等につきましては、同じページ４番、国民健康保険加入状況等に記載のとおり、

平成３０年度末現在で、被保険者数７万３５２人、加入率が２０．９８％となっており、近年は、

被保険者の高齢化に伴う後期高齢者医療への移行や被用者保険加入者の増加などによりまして、国

保加入者の割合が低下してきている状況となっています。 

次に、地域福祉を中心とする社会福祉行政に関する事項についてでございます。まず、９２ペー

ジの６番、成年後見制度利用支援事業と９３ページの７番、地域で支える成年後見推進事業でござ

います。成年後見制度にかかわっては、平成２５年度に旭川成年後見支援センターを設置し、旭川

市社会福祉協議会に委託して１市８町の広域で運営しておりますほか、成年後見の市長申し立てや

報酬額助成など利用支援事業を行っています。 

次に、９３ページの１０番、民生委員・児童委員についてでございます。今年度３年ぶりの委員

の一斉改選が予定されてございますが、条例で定める定数７７９名に対し、実数が７７５名と４名

の欠員が生じている状況となっています。民生委員、児童委員については、全地域を３３地区に分

けて、地域福祉活動の担い手として活躍していただいておりますが、近年は担い手の不足というこ

とが課題となっています。 

続きまして、９６ページ、大きな２５番、社会福祉法人等についてでございます。中核市として

社会福祉施設や介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所等に対する指導監査及び実地指導を

行っているほか、事業所の指定更新や有料老人ホームの届け出の受け付け等の事務を行っています。 

次に、９７ページからは、障害者福祉についてでございます。まず、９７ページから９８ページ

にかけて、いわゆる３障害の手帳交付者数を掲載しています。本年３月末現在で、身体障害者手帳

は１万７千３１７人、療育手帳は４千１９０人、精神障害者保健福祉手帳は３千１４人に交付して

おります。近年、身体障害者についてはほぼ横ばいないし微減の傾向にあるものの、知的障害、精

神障害については年々増加している状況となっています。 

次に、９９ページからは、障害者の福祉の向上のための事業や給付の概要を掲載しています。 

１０３ページからの大きな２９番、地域生活支援事業におきましては、障害者が地域で自立した

日常生活や社会生活を営むことができるよう、旭川市障害者総合相談支援センターあそーとを初め、

地域活動支援センターや委託相談支援事業所において、それぞれ役割を分担し相談支援体制を構築



- 8 - 

しているところでございます。 

また、１０６ページからの大きな３０番、障害者社会参加推進事業では、ろう者の言語である手

話を普及啓発するための手話条例推進事業や障害者の就労を支援するための障害者就労支援事業な

どを実施することで、障害者の自立と社会参加の促進に努めているところでございます。 

次に、１１２ページからは大きな３１番、高齢者福祉についてでございます。１１２ページの一

番下の表となりますが、本市における６５歳以上の高齢者人口は、４月１日現在の住民基本台帳上、

約１１万１千６００人で、全市的な人口減少傾向と相まって、高齢化率は３３．３％と高い数字を

示しています。 

また、１１３ページから１１９ページ中段までは、高齢者福祉に関する事業を掲載しております。

１１９ページの２１番、介護人材確保支援事業は、不足する介護人材の確保と定着を目的とした新

規事業でありまして、介護職員の業務の見直しや介護助手を活用することにより、労働環境の改善

を図る取り組みを本年度は市内５つの事業所でモデル事業として実施することとしております。 

次に、１１９ページ、大きな３２番、介護保険についてでございます。介護保険事業は、事業の

円滑な実施を図るため、３年ごとに給付対象となるサービスの見込み量や当該見込み量の確保に係

る方針を定めた事業計画を策定し、運営することとされておりまして、本年度は、平成３０年度を

始期とする第７期介護保険事業計画の中間年となっています。本市における要介護等認定者の状況

ですが、１２０ページの（１）の表にお示ししておりますとおり、要支援または要介護認定を受け

ている方は、高齢者人口の増加に比例してふえており、昨年度末現在で２万３千人を超える状況と

なっています。 

次に、１２５ページには、１０番、地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業と包

括的支援事業、任意事業の３つが記載されてございます。高齢者が住みなれた地域で生き生きと暮

らすことができるよう、要介護状態となることを予防し、心身の元気な高齢者をふやす取り組みは、

増大する給付費を抑制するという意味でも重要であると考えておりますし、現役世代に対するがん

検診、特定健診等の受診促進といった保健事業とあわせて、今後の重要な施策と考えているところ

です。 

次に、１２６ページ、大きな３３番、生活困窮者自立支援等についてでございます。平成２７年

４月に生活困窮者自立支援法が施行されましたが、本市においては、法施行前から先行してモデル

事業に取り組んでおり、経済的に困窮している、またはそのおそれのある方に対して、包括的な相

談支援を行う自立サポートセンターの運営や、困窮世帯の中学生を対象とした子どもの健全育成支

援事業、さらには就労困難者に対して伴走型の支援を行う就労準備支援事業などを実施しています。 

次に１２８ページ、大きな３４番、生活保護についてでございます。本市における生活保護の状

況ですが、平成３０年度の平均値で世帯数が９千９４８世帯、人員で１万２千６２６人となってお

り、近年は世帯数、人員ともに減少傾向にございます。また、１２９ページには、保護費の推移が

掲載されております。ちなみに、今年度当初予算における生活保護等に係る扶助費が約１９９億４

千７００万円となっています。前年度予算と比べますと、被保護人員の減少を見込んで約４億円の

減としておりますが、市の一般会計予算全体が１千５７０億円ということですので、その約１３％

を生活保護の扶助費が占めているという状況にございます。なお、生活保護費に係る財源は、４分

の３が国庫負担金で措置されることとなっており、残りの４分の１が一般財源ということになりま
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す。 

最後に、福祉保険部が所管する施設につきまして、市政のあらまし施設編の３８ページから４６

ページまでに１１施設が掲載されております。個別の詳しい説明は割愛させていただきますが、生

活館を除けば、いずれも指定管理者制度や委託により運営しており、今後とも適切な管理運営に努

めてまいりたいと考えております。以上で、市政のあらましに基づく福祉保険部の所管業務の説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 子育て支援部長。 

○中村子育て支援部長 子育て支援部所管の業務等について御説明申し上げます。まず、子育て支

援部の組織でございます。子育て支援課、子育て助成課、こども育成課及び母子保健課、それから

課相当の組織であります第一種施設の子ども総合相談センター及び愛育センターの４課２施設で構

成されております。職員数は、７月１日現在１３２人でございます。子育て支援部の事業の全般に

ついての考え方ですが、子育て支援部は、子育て支援施策の総合的な推進を図るため、安心して子

どもを産み育てられるまち、子どもが健やかに育つまちの実現に向けて各種事業を実施しておりま

す。事業の実施に当たりましては、平成２４年４月に制定いたしました旭川市子ども条例と、平成

２７年３月に策定いたしました旭川市子ども・子育てプランの考え方であります子どもの夢や希望

を市民全体が支えるまちの実現というものを基本に進めているところでございます。それから、目

的等による子育て支援部の事業の区分ですけれども、まずは喫緊の課題への対応として、認可保育

所などの待機児童ゼロの維持による仕事と子育ての両立支援、それから子育てに関する保護者の不

安や悩みに対して必要な支援を行うための相談業務や情報提供体制の充実、そして、子どもの医療

費の助成などによる子育てに関する経済的支援などの取り組み、そして中長期的な視野に立った取

り組みとして、子どもの主体性を育むことや、地域全体の子ども、子育てを支援する体制づくりの

推進を行っております。 

それでは、具体的な事業につきまして、今の区分の考え方に従いまして、市政のあらまし行政編

に基づき、若干ページは前後いたしますが、順次、主な事業について説明をさせていただきます。

まず、喫緊の課題であります仕事と子育ての両立支援でございますが、市政のあらまし１３０ペー

ジをごらんください。１、保育所等への入所状況でございますが、これまでに取り組んできました

認可保育所などにおける増改築や分園の整備、また、子ども・子育て支援新制度に伴う認可外から

認可施設等への移行などにより、平成３０年４月１日時点での待機児童ゼロを達成し、本年４月１

日時点においても待機児童ゼロを維持しているところでございます。また、１４９ページの４１、

放課後児童クラブでございますが、（６）放課後児童クラブ設置状況一覧（公設）をごらんくださ

い。１５１ページの合計欄ですが、５月１日時点で４２校７８カ所、入会児童数は２千８０３人と

なっております。昨年度との比較では、新規開設や拡張、移転、定員の見直し等により１３５人の

定員増を図りまして、こちらも待機児童ゼロを維持しております。今年度におきましては、弾力的

な受け入れにより手狭になっている児童クラブへの対応として、当初予算において５カ所の増設等

により１５０人の定員増を行う予定であります。 

ページ戻りますけれども、１４３ページ、２５、病児保育事業でございます。急な発熱や病気な

どで保育所での集団保育ができない子どもの一時的な保育を行う病児保育事業について、平成２９

年度に施設整備に係る補助金を交付し、平成３０年度から事業を開始しております。 
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続きまして、子育てに関する相談事業や情報提供体制の充実ということになりますが、１３９ペ

ージの下から１４０ページをごらんください。１８、児童家庭相談事業でございますが、家庭や地

域において児童虐待の早期発見、未然防止につなげるため、子ども総合相談センターに家庭児童相

談員、保健師、スクールソーシャルワーカーを配置し、子どもや家庭についてのさまざまな相談業

務を実施しているところでございます。また、１６０ページから１６２ページにございます各種母

子保健事業につきましても、母子の健康を守るほか、子育てに不安を抱えている保護者を早期に発

見し、各関係機関との連携に努めながら、必要な支援につなげているところでございます。 

１６２ページの２、出産支援推進事業でございますが、１６３ページの（３）産婦健康診査につ

きましては、産後うつや新生児への虐待予防等を図る観点から、母体の身体的機能の回復、授乳状

況及び精神状態の把握等のため産後２週間と産後１カ月の時期の産婦に対する健康診査を平成３０

年１０月から開始しております。同じく、１６３ページの３、産後ケア事業でございますが、育児

支援を要する母子を対象に、助産師等の専門職が心身のケアや育児に関する助言、指導を行ってお

ります。昨年８月から宿泊、日帰り型により事業を実施いたしまして、今年度からは新たに訪問に

よる支援を始めたところでございます。 

次に、子育てに関する経済的支援ということになりますが、１７１ページの下から１７２ページ

をごらんください。まず１０、医療費助成の（１）子ども医療費助成でございますが、昨年度は通

院の助成対象を中学生まで拡大したところであり、⑥実績の助成件数は昨年に比べて大きく増加を

しております。 

次に、中長期的な視野に立った取り組みでございますが、１５３ページになります。４８、子ど

もの未来応援事業でございます。この事業は、子ども食堂などの子どもの居場所づくり事業を運営

している団体等への助成や児童養護施設の子どもや里子に対する直接的な支援を行うものでござい

ます。今年度からは、子ども食堂を運営している団体等への助成事業に学習支援やプレーパークの

活動を対象として追加したところでございます。 

次に、１５６ページになります。３、あさひかわっ子☆夢応援プロジェクト事業でございます。

この事業は、子ども自身が夢や希望を持ち、自立して生きる力を身につけることができるよう、子

どもの主体性及び自律性を育むとともに、市民、団体、企業、行政など市全体で子どもの夢や希望

を応援するまちづくりを推進する事業でございます。昨年度は、旭川初の宇宙飛行士になり、世界

の未来に貢献したいという夢チャレンジ実施者として選定された中学１年生の生徒が、東北大学で

の月面探査の研究についての特別講義や、静岡大学での宇宙エレベーターについての特別講義を受

講したほか、日本科学未来館館長の毛利衛氏との対談等を実施したところであります。以上、概括

ではありますが、子育て支援部所管の事業、業務の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○金谷委員長 保健所長。 

○鈴木保健所長 保健所の所管業務につきまして概略を御説明申し上げます。保健所は、地域保健

法を初め、健康増進法や食品衛生法など、関係法令に基づき業務を行っております。内容といたし

ましては、市民が安心して医療が受けられるよう、質の高い医療の確保や救急医療体制の維持など

に関する取り組みのほか、市民一人一人の主体的な健康づくりを推進するため、各種検診等の受診

を促進し、保健指導の充実を図りながら健康寿命の延伸や生活習慣病の予防など、市民の健康の保
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持増進に関する取り組みを行っております。また、安全な衛生環境を確保するため、関連施設への

検査、指導や食品の安全性の確保、感染症への対策など、公衆衛生の向上に関する取り組みを行っ

ております。これらの業務を執行する組織として、保健総務課など５課と食肉衛生検査所で構成さ

れており、職員数は現在１１１名でございます。 

それでは、所管業務の概要につきまして、市政のあらまし行政編に基づき、御説明いたします。

初めに、１６５ページをごらんください。下の段の４１、医務・薬事についてですが、医療法等に

基づき、適正な医療や医薬品を確保するため、医療機関等に対する監視指導を行っております。ま

た、医務薬務課内に設置しております医療安全支援センターにおいて、市民からの医療相談に対応

するなど、安全な医療の確保に努めております。 

次に、１６６ページから４２、医療についてですが、市民の健康と生命を守るため、旭川市医師

会等の協力を得ながら、初療、二次診療、三次診療からなる体制を確保し、救急患者に対する適切

な救急医療の提供に努めております。これにつきましては、１６７ページに体系図が書かれており

ます。また、１７０ページの中段ほどになりますが、今年度から新規事業として、今後の高齢化の

進展を踏まえ、在宅医療を推進する取り組みを進めております。 

次に、１７３ページからの４３、成人保健についてでございます。健康増進法等に基づき、疾病

予防や健康の保持増進を図るために、健康教育、健康相談などを行っております。 

次に、１７５ページからの４４、保健予防についてでございます。予防接種事業や結核などの感

染症予防対策、歯科保健、がん検診、精神保健、難病相談支援事業などを行っております。その中

で、予防接種につきましては、本年２月の予防接種法施行令の一部改正により、現在、４０歳から

５７歳の男性を対象に、令和４年３月末までの間、風疹の抗体検査及び定期の予防接種を実施する

こととなりましたことから、本市におきましても、当年５月末に対象の方に対しクーポン券の発送

を行い、事業を開始しております。また、本年４月から、造血幹細胞移植等、骨髄移植あるいは臍

帯血移植などを指しますけれども、これによりまして定期の予防接種の効果が期待できなくなった

と医師に判断された方が、任意で再度予防接種を受ける際に保護者等が負担する接種費用を補助す

る助成事業を開始しております。 

次に、１８５ページからの４５、健康づくりでは、第２次健康日本２１旭川計画に基づき、健康

増進事業を行うほか、栄養改善推進事業や、第３次旭川市食育推進計画に基づく食環境整備事業な

どを行い、健康づくりの総合的な推進に取り組んでおります。 

次に、１８７ページからの４６、生活衛生では、生活衛生関係営業施設等の衛生水準の維持向上

を図るため、各関係法に基づき監視指導を行っております。 

次に、１８９ページの４７、食品衛生では、食品衛生法に基づき、旭川市食品衛生監視指導計画

を作成し、食品の製造、販売施設等の監視指導、収去検査などを行っております。また、昨年１５

年ぶりとなります食品衛生法の大改正が行われました。今後、全ての食品事業者に対し、食品を製

造、加工する際の全ての工程について、微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、その結果に基づ

いて重要な管理ポイントを定め、これを連続的に管理することによって、製品の安全性を確保する

衛生管理の手法、いわゆるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務づけられることを受けて、本市にお

きましては、事業者への改正内容の周知や、ＨＡＣＣＰ導入に係る対応など、食品関係施設の衛生

管理の推進に取り組んでいるところであります。 
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次に、１９０ページからの４８、試験検査では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律、いわゆる感染症法などに基づきまして、感染症、食中毒などの各種生物検査を行って

おります。 

次に、１９１ページの４９、食肉衛生検査では、牛、豚などの食肉検査や屠畜場の衛生監視・指

導を行っております。 

次に、同ページの５０、保健厚生統計調査では、統計法などに基づきまして、保健福祉行政施策

の基礎資料とするため、各種統計調査を行っております。 

最後に、所管施設についてですが、食肉衛生検査所と動物愛護センターあにまあるがございます。

施設の沿革や規模等につきましては、市政のあらまし施設編の５８ページ、５９ページに掲載され

ているとおりでございます。以上、概括的ではありますが、保健所の所管業務の説明とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 環境部長。 

○高田環境部長 環境部が所管する業務につきまして御説明申し上げます。初めに、環境部の概要

についてでございますが、環境部の事務分掌につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する事項

並びに環境保全に関する事項であり、ごみの適正処理や減量化、リサイクルなどの循環型社会の形

成に向けた取り組みのほか、大気汚染や水質汚濁等の周辺環境の監視、生物多様性や地球温暖化対

策など、環境保全に関する取り組みを行っております。組織体制といたしましては、５課１４係で

１１３名の職員が従事しております。環境部では、自然共生社会、循環型社会、低炭素社会の形成

を主要目標に掲げ、本市の環境施策の基本指針である環境基本計画を初め、ごみ処理・生活排水処

理基本計画や地球温暖化対策実施計画に基づき、各種施策を展開しております。 

それでは、市政のあらまし行政編に基づきまして主要な事業を説明させていただきます。１９１

ページ以降に環境部の所管する事業を掲載しておりますが、初めに、廃棄物の処理及び清掃に関す

る事項につきまして、１９６ページをごらんください。２ページにわたって記載されております表

につきましては、直近３カ年の本市のごみ処理実績をまとめたものでございます。そのうち、①の

表には、市が収集処理しております一般廃棄物にかかわる総排出量及び内訳を示しておりますが、

平成３０年度の家庭ごみ及び事業系ごみ、それと集団資源回収量を合わせた総排出量は１１万７千

２２７トンで、前年度比では０．５％増となっております。家庭ごみにつきましてはほぼ横ばい、

事業系分につきましてはここ数年微増傾向で推移しておりますが、昨年度につきましては、火災や

大雨に伴い事跡に大量に発生した災害ごみが総排出量増の一因となっております。 

次に、ごみの減量化、リサイクルの推進及び環境美化、廃棄物処理施設の適正な維持管理等に向

けた主要な取り組みについて御説明させていただきます。１９９ページをごらんください。６、ご

み減量化の推進といたしまして、下段にあります（７）ごみ減量アクション推進事業につきまして

は、家庭や事業所でのごみの発生抑制や再使用、いわゆる２Ｒに対する啓発事業や情報提供を実施

するもので、今年度から新たに食品ロスの削減に向けた取り組みを推進するため、食品ロスの発生

要因や排出実態を把握するための調査や、食品関連事業者等の協力を得ながら啓発活動を実施して

まいります。 

次に、２０４ページをごらんください。９、廃棄物処理施設の適正な維持管理・整備及び周辺環

境の保全に関する事業といたしまして、中段の（２）次期最終処分場整備事業につきましては、現
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最終処分場にかわる次期最終処分場の整備に向けた取り組みで、現在、最終建設候補地の選定に向

けた作業を進めているところであり、決定後は地元地域との協議に進んでいく予定となっておりま

す。 

次に、同じページ下段に記載されております（４）清掃工場整備推進事業につきましては、こち

らも現在の近文清掃工場にかわる次期清掃工場の整備に向けた取り組みで、今年度は本年４月に策

定いたしました基本構想の内容やこれに関連する新たなごみ処理システムについて、地域説明会、

または市民を対象とする説明会等を開催する予定となっております。 

次に、２０５ページにまいりまして、（５）缶・びん等資源物中間処理施設整備事業につきまし

ては、現在の近文リサイクルプラザにかわる新たな缶・びん等の中間処理施設の整備に向け、こち

らも同じく４月に策定いたしました基本構想に基づき、建設地周辺の生活環境影響調査を実施する

ほか、施設整備と運営を行う事業者の選定作業を進めてまいります。 

続きまして、環境の保全に関する事項といたしまして、２１３ページをごらんください。中段に

あります７、狩猟免許取得支援事業につきましては、本市が進める鳥獣対策のうち、ヒグマ、エゾ

シカの捕獲等の担い手でありますハンターについて、高齢化等により、将来の人手・人材不足が課

題となっていることから、第一種銃猟免許の所有者の増加を図ることを目的に、免許取得等に要す

る経費の一部を補助するものでございます。 

次に、その下の８、生物多様性保全事業につきましては、近年、深刻化しております特定外来生

物等による地域の生物多様性への被害軽減を図るため、行政、専門家、市民団体、事業者で構成さ

れる協議会により、アライグマやウチダザリガニなどの防除活動を行っているところであり、今年

度からアライグマの捕獲事業につきましては、回収や処分等の業務を一本化し、市内事業者に業務

委託を行いまして、通年で実施しているところでございます。 

最後に、所管施設についてでありますけれども、廃棄物処分場や近文清掃工場、リサイクルプラ

ザなどがございますが、市政のあらまし施設編の１００ページから１０４ページに記載されており

ますけれども、本日は説明のほうは割愛させていただきたいと思います。以上、概括的ではござい

ますが、環境部が所管する業務概要の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○金谷委員長 それでは、ここで、委員の皆様から御発言があればお受けしたいと思います。特に

何かございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、本日の内容につきましては以上で終了でございますので、民生常任委員会はこれで散

会とさせていただきます。 

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

散会 午後２時０１分 

 

 


