
- 1 -

開会 午前１０時０２分

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

○金谷委員長 それでは、ただいまから民生常任委員会を開会いたします。本日の会議は全員出席

でございます。

１、令和元年第３回定例会提出議案について、理事者から説明をお願いいたします。

税務部長。

○山口税務部長 認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算のうち、税務部所管分につきまし

て御説明を申し上げます。まず初めに、市税歳入につきまして御説明を申し上げたいと思います。

市税決算説明資料１ページ、２ページをお開きいただきたいと存じます。表の下から３行目の左か

ら３列目にございますとおり、予算現額４００億円に対しまして、収入額、Ｂ欄でございますけれ

ども、３９９億５千６３０万７千１２１円で、２ページ一番右にございますとおり、差し引き４千

３６９万２千８７９円の減、率にいたしまして０．１％の減となっております。その主なものにつ

きまして、御説明を申し上げます。初めに、表の１行目にございます市民税についてでございます。

予算現額１７７億８千１５３万５千円に対しまして、収入額１７７億７千８１１万７千７０３円で

ございまして、差し引き３４１万７千２９７円の減となっております。その要因といたしまして、

個人市民税で、所得の改善などによる伸びが見込みを下回ったことなどによるものでございます。

次に、固定資産税でございます。予算現額１４４億９千６８９万１千円に対しまして、収入額１４

４億６千６１８万５千５１９円で、差し引き３千７０万５千４８１円の減、率にいたしまして０．

２％の減となっております。その要因といたしましては、評価替えなどによる影響に加えまして、

滞納繰越分の収入額が見込みを下回ったことなどによるものでございます。次に、市たばこ税でご

ざいます。予算現額２７億７千７７６万２千円に対しまして、収入額２７億６千７７２万１千３９

９円で、差し引き１千４万６０１円の減、率にいたしまして０．４％の減となっております。その

要因といたしましては、売り渡し本数が見込みを下回ったことによるものでございます。なお、決

算における市税全体の収入率については９５．５６％で、前年度の９５．０２％に比べ０．５４ポ

イント伸びております。その要因といたしましては、前年度に比べ、現年課税分の調定のうち、収

入率の高い個人市民税の給与特徴分が伸びたことに加えまして、滞納整理により、滞納繰越額の圧

縮が図られたことによるものでございます。

続きまして、歳出について御説明を申し上げます。事項別明細書７０ページ、７１ページをごら

んいただきたいと存じます。表の中段が税務部所管事業となっております。２款総務費２項徴税費

の決算総額でございますが、７１ページ側、支出済み額の列にございますとおり、６億８千２１７

万５千７３５円、執行率９８．１％となっております。

続きまして、２款総務費２項徴税費２目賦課徴収費の臨時事業８事業のうち、主な事業につきま

して、御説明を申し上げます。まず、７１ページ側の備考欄で中段の下から３番目にございますふ

るさと納税推進費でございます。決算額２億２７８万５千９５３円でございます。これにつきまし

ては、主要施策の成果報告書の７７ページもあわせてごらんいただきたいと存じます。昨年度は、

インターネット上でふるさと納税による寄附手続を行うことができる寄附受付ポータルサイトを複

数利用することで、寄附者の利便性の確保に努めましたほか、地場産品を利用した返礼品を多く用

意いたしました。その結果、昨年度は寄附件数が２万６千１４２件、平成２９年度と比べまして３．
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６倍、寄附金額５億９千６１６万９１６円、平成２９年度と比較いたしまして２．６倍の伸びとな

っているところでございます。

事項別明細書にお戻りいただきまして、最後に、税総合オンラインシステム整備費、決算額４千

８２０万７千９６０円でございます。平成３０年度におきましては、税制改正に伴うシステム改修

などを実施したことによるものでございます。以上が、税務部所管にかかわります一般会計決算の

主な事業となります。

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のうち、税務部所管分につきまし

て御説明を申し上げます。補正予算書の９ページをごらんいただきたいと存じます。２款総務費２

項徴税費２目賦課徴収費のふるさと納税推進費に１億７千９０３万２千円を追加しようとするもの

でございます。財源は、全額一般財源を予定しております。その主な内容といたしましては、ふる

さと納税の寄附実績が当初の見込みを大幅に上回っていることに伴いまして、返礼品の調達費用や

配送料、収納代行等業務委託料などの経費に不足が生じることが見込まれることに加えまして、寄

附者から提出されるワンストップ特例申請書に関する事務処理に従事する臨時職員を新たに雇用す

るための経費について、補正措置を講じ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。

○金谷委員長 市民生活部長。

○和田市民生活部長 まず初めに、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

のうち、市民生活部所管分につきまして御説明を申し上げます。初めに、資料はございませんが、

部全体の歳入歳出についてでございます。まず歳入でございますが、予算現額９億７千３３６万９

千円に対しまして、収入済み額は８億７千６３６万８８８円となっております。歳入の主な内容と

いたしましては、１４款使用料及び手数料が２億５千１９５万６千２７１円、１５款国庫支出金が

１億２２２万７千９７９円、１６款道支出金が１億１千９２０万５千２３５円、２２款市債が３億

９千１２０万円などであります。次に歳出でございますが、予算現額１６億６千４６７万５千円に

対しまして、支出済み額１５億６千６０３万６千６９１円、不用額は９千８６３万８千３０９円、

執行率は９４．１％となっております。

市民生活部所管の事業につきましては、経常費が２４事業、臨時事業費が１９事業、合わせて４

３事業を執行しておりますが、その主なものにつきまして、平成３０年度主要施策の成果報告書に

基づき、御説明を申し上げます。初めに、６７ページをごらんください。緑が丘地域複合コミュニ

ティ施設（仮称）整備費でございます。この事業は、緑が丘地域の新たな活動拠点となる複合型の

コミュニティー施設を整備するもので、決算額については、３億７千７１２万４千円を執行し、平

成３０年度から２カ年の建設工事に着手したものでございます。今年度、既に建物本体工事は竣工

し、現在、外構工事を実施しておりまして、本年１１月１日のオープンを予定しております。

次に、７１ページをごらんください。４、次の世代につながるまちづくりの合葬式施設整備費で

ございます。この事業は、旭川市共同墓として供用するため、施設整備に加え、市民説明会開催や

受付窓口を設置したもので、決算額については、１千３０６万４千円を執行しております。昨年９

月１０日の供用開始後、平成３０年度については、６０８体の納骨をいただきました。なお、８月

末現在、昨年度と合わせまして、累計１千２８０体の納骨があり、多くの方に御利用いただいてお

ります。
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続きまして、議案第２０号、旭川市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を

申し上げます。本案は、住民基本台帳法施行令等の一部改正により、住民票やマイナンバーカード

等への旧氏記載が可能となることに伴いまして、印鑑登録証明書等への旧氏の記載及び旧氏での印

鑑登録を可能とするため、旭川市印鑑条例の一部を改正しようとするものでございます。施行日に

つきましては、令和元年１１月５日としております。

次に、議案第２１号、旭川市市民活動交流センター条例の一部を改正する条例の制定から、議案

第２８号、旭川市農村地域センター条例の一部を改正する条例の制定の議案につきましては、いず

れも平成２９年１０月に改訂されました「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）に基

づきまして、使用料や利用料金等を改定するほか、地域集会施設のうち、本年８月に策定されまし

た地域集会施設の活用に関する実施計画に基づき、地域活動センター、住民センター及び地区セン

ターにつきましては、午後１０時までの開館時間を午後９時までに、住民センター及び地区センタ

ーにつきましては、１２月３１日から翌年の１月３日までの休館日を１２月３０日から翌年の１月

４日までとして、各条例の一部を改正しようとするものでございます。なお、新料金などの適用日

につきましては、各施設ともに令和２年４月１日としております。

次に、議案第９６号、指定管理者の指定につきまして、御説明を申し上げます。これは、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定に関し、議会の議決を得

ようとするものでございまして、今回、旭川市緑が丘地域活動センターの指定管理者に、一般社団

法人旭川緑が丘スポーツクラブを指定し、令和元年１１月１日から令和６年３月３１日までの間、

その管理を行わせようとするものであります。指定管理者の選定の方法につきましては、旭川市地

域活動センター条例の規定に基づきまして、公募することなく特定の者に申請書等の提出を求めて

審査を行い、選定したところでございます。以上、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 本定例会に提案しております議案のうち、福祉保険部所管にかかわる事項に

つきまして御説明を申し上げます。初めに、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。まず、資料はございませんが、福祉保険部における義務的経費としましては、生活保護や

障害福祉サービスを初めとした扶助費と、国保、後期高齢者医療、介護保険といった３つの特別会

計への繰出金、また、後期高齢者医療療養給付費といったものがございます。これら扶助費と繰出

金と後期高齢者医療療養給付費負担金の３つを合わせた合計額は４８２億６千万円、福祉保険部一

般会計決算の９５．６％を占めてございまして、義務的経費が大変大きな割合を占めているという

状況にございます。

それでは、福祉保険部が所管する主な事業につきまして、平成３０年度決算事項別明細書に基づ

き御説明を申し上げます。事項別明細書の７５ページをごらんください。まず、３款１項１目、社

会福祉総務費の備考欄の＊がついている項目の９行目、生活館施設整備費１千５５８万１千９９９

円でございます。こちらは、近文生活館の老朽化に伴い、平成２９年度末に閉園した近文生活館保

育園跡に近文生活館を移転するため、保育園建物の改修、整備を行ったもので、年度内に工事を完

了し、本年４月１日から供用を開始したところでございます。

次に７７ページ、３款１項２目、障害者福祉費、備考欄の＊がついている項目の１１行目、手話

条例推進費２２８万５７０円でございます。こちらは、手話に対する理解促進と普及啓発に係る事
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業費でございます。平成３０年度は、これまで実施してきた出前講座の開催やリーフレットの作成

等を継続するほか、新たに子どもたちに手話に親しんでもらうための子ども手話講座の開催や、手

話コラム、手話動画の発信等にも取り組んだところでございます。

次に同じく７７ページ、３款１項３目、老人福祉費、備考欄の６行目、老人クラブ・高齢者いこ

いの家運営費４千４４２万６千２５０円でございます。こちらは、高齢者の活発な地域活動等を支

援するため、老人クラブと高齢者いこいの家の運営費補助を行う事業でございます。平成３０年度

は、各クラブの活動状況に応じて交付する活動加算額の単価を３千円から４千円に増額いたしまし

たほか、老人クラブと高齢者いこいの家の一体化を推進したことによりまして、双方の利用者の交

流が図られ、活動の活性化や新規会員の加入促進等に寄与いたしました。また、補助金を一体化す

ることで、特定財源がふえ、市費負担割合の減少にもつながったところでございます。

次に７９ページ、３款１項５目、国民健康保険費、備考欄の２つ目、国民健康保険事業特別会計

繰出金３６億４千１８３万８千４７８円でございます。こちらは、平成３０年度から国民健康保険

事業が都道府県単位化されまして、道から示された標準保険料率を参考に保険料率を決定したとこ

ろでございますが、低所得世帯等の保険料の増加に配慮した市独自の激変緩和措置など、この事業

費の中で講じているところでございます。

次に８３ページ、３款３項１目、生活保護総務費の備考欄の２つ目、生活保護適正実施推進費４

千１９５万９千８６６円でございます。こちらは、生活保護の適正な運営を確保するため、国の補

助金を活用し、保護受給者の自立就労の支援などを実施している事業でございます。平成３０年度

は、就労支援員を４名から５名に増員し、就労に向けた支援体制の強化を図ったほか、保護受給者

のうち、生活習慣病患者についての実態把握や生活改善指導を行うため、新たに健康管理支援員１

名の配置などを行ったところでございます。

次に、認定第２号、国民健康保険事業特別会計決算の認定でございますが、事項別明細書の１４

２ページの実質収支に関する調書をごらんください。歳入総額が３６６億６千９１０万８千円に対

しまして、歳出総額が３６４億８千９３６万３千円であり、実質収支は１億７千９７４万５千円の

剰余となっています。会計全体の歳入の執行率が９９．４％、歳出につきましては９９．０％とな

っています。

続きまして、認定第９号、介護保険事業特別会計決算の認定でありますが、同じく１９６ページ

になります。歳入総額３５１億２千４０８万９千円に対しまして、歳出総額は３４３億９千６１５

万１千円であり、実質収支が７億２千７９３万８千円の剰余となっています。会計全体の歳入の執

行率が９７．０％、歳出につきましては９４．９％となっています。

続きまして、認定第１１号、後期高齢者医療事業特別会計決算の認定でございます。同じく２０

８ページになります。歳入総額４９億７千２６５万５千円に対し、歳出総額が４９億６千４６０万

８千円であり、実質収支が８０４万７千円の剰余となっています。会計全体の歳入の執行率が９６．

３％、歳出につきましては９６．１％となっています。以上、平成３０年度の決算でございます。

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を申し上げま

す。補正予算書の９ページをごらんください。３款１項２目、障害者福祉費の障害者自立支援給付

費２千２１６万７千円と、自立支援医療費支給費２６６万８千円、また、１０ページになりますが、

３款２項２目、児童措置費の障害児通所給付費２４万６千円でございます。これらは、いずれも前
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年度に交付を受けました道負担金につきまして、その精算に伴い発生する償還金をそれぞれ補正し

ようとするもので、財源は全額一般財源となっています。次に、ページ戻りまして９ページになり

ますが、３款１項３目、老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金でございます。こちらは大き

く２つの要素がございます。一つが、国の交付金を活用した認知症高齢者グループホームにおける

大規模修繕に対する補助金と、もう一つは、過年度の補助事業により整備されたスプリンクラー等

の設備について、事業者側において財産処分があったこと、また、消費税等仕入税額控除があった

ことに伴う国庫補助金の償還金といたしまして、合わせて８８５万６千円を補正しようとするもの

でございます。財源は、国庫支出金が４１８万円、諸収入が４６７万６千円となっています。

続きまして、議案第３号、令和元年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算でございます。補正

予算書の１６ページをごらんください。まず、４款１項１目の介護給付費準備基金積立金６億８千

３２６万６千円でございます。こちらは、平成３０年度の介護保険事業特別会計で生じた剰余金の

一部を介護給付費準備基金に積み立てするために補正しようとするもので、財源としまして、財産

収入で３８万５千円、一般財源で６億８千２８８万１千円となっています。次に、５款１項３目、

償還金の５千５２８万１千円でございます。こちらは、平成３０年度に交付を受けました国及び道

からの介護給付費負担金と地域支援事業交付金の精算に伴い、その償還金を補正しようとするもの

で、財源としましては、支払基金交付金で１千３７万４千円、一般財源で４千４９０万７千円とな

っています。次に、５款３項１目の一般会計繰出金１４万９千円でございます。こちらは、平成３

０年度における一般会計からの繰入額の精算に伴い、受け入れ超過分の返還をしようとするもので、

財源は全額一般財源となっています。以上が補正予算となります。

続きまして、条例の制定に係る議案でございます。初めに、議案第２９号、旭川市生活館条例の

一部を改正する条例の制定でございます。本案は、受益と負担の適正化に向けた見直しによりまし

て、市民生活館及び近文生活館における使用料の額の改定等を行おうとするものでございます。

次に、議案第３０号、旭川市災害弔慰金の支給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。本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、災害援護

資金貸付金の償還免除、支払い猶予等の定めに関し、法令の規定に即した文言及び引用条項の整備

を行おうとするものでございます。

次に、議案第３１号、旭川市障害者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定でございます。

本案は、議案第２９号と同じく、受益と負担の適正化に向けた見直しに伴うもので、障害者福祉セ

ンターの利用料金設定基準を改定しようとするものでございます。以上、よろしくお願い申し上げ

ます。

○金谷委員長 子育て支援部長。

○中村子育て支援部長 認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算の認定のうち、子育て支援

部所管について御説明申し上げます。資料はございませんけれども、最初に歳入、収入済み額１２

６億２千８５０万２千７１７円となっております。それから歳出、支出済み額ですけれども、１９

５億１千８５１万６２１円であり、不用額は６億１千３６１万３千３７９円となっております。

次に、子育て支援部所管の主な事業、新規、拡充のものを中心に御説明させていただきます。主

要施策の成果報告書をごらんください。まず１２ページです。産後ケア事業費でございます。本事

業は、出産後の育児支援を要する母子を対象に、心身のケアや育児に関する助言、指導を行うもの
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で、平成３０年８月から実施し、宿泊型７人、日帰り型３人の利用があったところで、事業費とし

ては、３２万３千９２０円を執行しております。

続きまして、１８ページをごらんください。保育士確保事業費でございます。本事業は、保育士

資格の取得費用や家賃補助を行うことで、保育士の確保、それから就労継続を図ろうとするもので

す。平成３０年度は、子育て支援員の保育士資格取得につながったほか、保育士宿舎借り上げ支援

事業では、１８施設２９人への補助を実施し、新卒・若手保育士の生活にかかる費用の負担軽減が

図られたものと考えております。事業費としては、９００万８千３２２円を執行しております。

次に、１９ページになります。子どもの未来応援費でございます。本事業は、子ども食堂を運営

す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支援を行うもので、平成３０年度は、

子ども食堂を運営する８団体に対する会場使用料等の助成や、児童養護施設の子どもに対する高校

卒業後の進学や就職のための支度金の支給などを実施いたしました。事業費は８８万９千６６０円

を執行しております。

次に、２０ページをごらんください。あさひかわっ子夢応援プロジェクト事業費です。本事業は、

子どもたちから今チャレンジしてみたいことを募集いたしまして、その実現に向けた支援を行うと

いうことで、子どもの主体性を育むとともに、子どもの夢や希望を応援するという事業でございま

す。平成３０年度は、応募総数３１件の中で大賞を１件、奨励賞を４件選考し、大賞受賞者には、

自身が企画した宇宙飛行士、毛利 衛氏との対談や研修等の実現を図っております。事業費として

は、６８万４千６６４円を執行しております。

続きまして、今度は決算書になります。認定第５号、平成３０年度旭川市育英事業特別会計の決

算の認定でございます。事項別明細書の１５８ページをごらんいただきたいと思います。歳入の収

入済み額は１億３千３０６万２千３１０円、歳出は支出済み額１億５４８万３千６３９円で、１６

２ページに実質収支に関する調書がありますけれども、平成３０年度の実質収支額は２千７５７万

８千円の剰余となっております。

続きまして、認定第１０号、平成３０年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計決算の認定で

す。同じく事項別明細書１９８ページをごらんください。歳入ですけれども、収入済み額１億９千

２６４万４千９９４円、これに対して歳出ですが、２００ページにあります。支出済み額８千７８

万５千７８円で、２０２ページに実質収支に関する調書がありますが、平成３０年度の実質収支額

は、１億１千１８６万円の剰余となっております。

次に、補正予算について御説明申し上げます。議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算

のうち、子育て支援部の部分ですけれども、補正予算書１１ページをごらんください。１０款教育

費７項私立学校等振興費１目私立学校等振興費のうち、高等学校等振興費でございます。私立高等

学校入学一時金減免補助金及び私立通信制高等学校入学時負担金等減免補助金の補助対象者の増に

伴う補助金の増に対応するため、２０８万５千円を補正しようとするものでございます。財源内訳

は、子ども基金からの繰入金が１０４万２千円、一般財源が１０４万３千円でございます。

引き続きまして、補正予算書の１２ページ、債務負担行為に関する調書の追加分をごらんくださ

い。旭川市放課後児童クラブ運営業務委託料でございます。公設公営の全ての放課後児童クラブに

おいて、運営業務の民間委託を導入するため、令和２年度から令和６年度までの５年間、債務負担

行為限度額３０億９千１１０万５千円を設定しようとするものでございます。
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次に、議案第２号、令和元年度旭川市育英事業特別会計補正予算について御説明申し上げます。

補正予算書の１４ページをごらんください。歳出の表になりますが、１款育英費１項育英費１目貸

付事業費の育英資金貸付金及び入学仕度金貸付金です。入学仕度金の貸付限度額の引き上げと、貸

付内容の見直しに伴う貸付金の増に対応するため、６１０万円を補正しようとするものでございま

す。財源内訳は、全額が育英事業基金からの繰入金でございます。

続きまして、議案第３４号、旭川市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例、それから議案第３５号の旭川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例ですけれども、同じ内容ですので、あわせて御説

明させていただきます。保育所等の施設の基準は、建築基準法に加えて、児童福祉施設の設備及び

運営に関する省令で規制されております。今回、建築基準法の一部改正で、３階建てで延べ面積が

２００平方メートル未満の建物については、耐火建築物が除かれたところですが、子どもの安全を

確保する観点から、３階以上に保育室等を設ける建物は、これまで同様延べ面積にかかわらず耐火

建築物とするということで、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴いまして、

本条例の改正を行おうとするものです。議案第３４号、第３５号、いずれも公布の日から施行する

こととしております。

続きまして、議案第３６号、旭川市子ども総合相談センター条例の一部を改正する条例、議案第

３７号、旭川市児童館条例の一部を改正する条例、それから議案第３８号、旭川市北彩都子ども活

動センター条例の一部を改正する条例の制定でございます。これは、いずれも「受益と負担の適正

化」へ向けた取組指針の改訂に基づき、使用料の額を改定しようとするものでございます。なお、

議案第３７号、旭川市児童館条例の一部を改正する条例につきましては、使用料の改定とあわせま

して、現行、昼間、夜間、全日の３つに分かれている料金区分を午前、午後、夜間の３区分にあわ

せて変更し、それぞれの区分の時間帯も変更するものでございます。議案第３６号、第３７号、第

３８号、いずれも公布の日から施行し、令和２年４月１日以降の使用について適用しようとするも

のでございます。

続きまして、議案第３９号、旭川市母子福祉資金等の償還の免除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。母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令が改正され、

臨時児童扶養等資金が創設されることになりましたことから、旭川市母子福祉資金等の償還の免除

に関する条例に当該資金を追加するための所要の改正を行おうとするものです。施行日につきまし

ては、公布の日から施行することとしております。

次に、議案第４０号、旭川市奨学金支給条例の制定でございます。本条例は、高等学校に入学し

た子どもを持つ世帯に対して、返還不要の奨学金、いわゆる給付型奨学金を支給するというもので

す。本制度は、高校１年生に在学する生徒のいる世帯を対象に在学する生徒の学校等の設置者及び

家庭の区分において、国公立の高等学校に在学する生徒には１人６万円、私立の高等学校に在学す

る生徒には１人７万円、通信制課程に在学する生徒には１人３万円を支給しようとするものです。

申請要件としては、申請年度の基準日、７月１日現在における保護者等全員の道市民税の所得割の

税額控除前所得割額の合算額の合計が１００円以上８万５千５００円未満であることとしておりま

す。施行日につきましては令和２年４月１日としております。

次に、議案第４１号、旭川市入学仕度金貸付条例の一部を改正する条例でございますが、本条例
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は、育英資金貸付金のうち、入学支度金貸し付けにつきまして、連帯保証人の居住要件、それから

貸付金の返還開始の期間を改めようとするものでございます。施行日につきましては、公布の日か

ら施行することとしております。

最後になりますが、報告第３号、専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。本件は、本

年５月２２日、愛育センターの職員が旭川市愛育センターの敷地内の草を自動草刈り機で刈ってい

たところ、草刈り機のワイヤーが小石に接触して敷地内に駐車中の車両に当たり、損害を与えたも

ので、その損害賠償の額を５万５千４０４円と定めまして、本年８月２３日に専決処分をさせてい

ただきました。本件につきましては、職員の草刈り作業中の事故で、改めて安全を確認すること等，

関係職員の事故防止の作業手順について確認を行ったところでございます。まことに申しわけござ

いませんでした。今後、より一層の事故防止の徹底、安全管理の確認を図ってまいりたいと考えて

おります。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ます。子育て支援部につい

ては以上です。

○金谷委員長 保健所長。

○鈴木保健所長 認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算の認定のうち、保健所が所管しま

す決算の概要について御説明いたします。まず、資料はございませんが、歳入の決算状況から申し

上げます。予算現額１億４千８２０万２千円に対し、収入済み額１億４千７５０万２千１０８円、

差し引き６９万９千８９２円の減となっております。主な歳入科目といたしましては、１４款使用

料及び手数料でと畜検査等手数料や食品営業等関係手数料等となっております。次に、歳出でござ

いますが、予算現額１４億１千４４６万１千円に対し、支出済み額は１３億７千７３８万８千９１

９円で、不用額３千７０７万２千８１円、執行率は９７．４％となっております。

保健所所管の事業といたしましては、経常費２２事業、臨時費１１事業、合わせまして３３事業

でございますが、そのうち主なものにつきまして、旭川市各会計歳入歳出決算事項別明細書に基づ

き、御説明申し上げます。初めに、事項別明細書の８２、８３ページをごらんください。４款衛生

費１項保健衛生費１目保健衛生総務費、備考欄の一番下から２番目にあります急病対策費でござい

ます。救急患者の症状や状態に応じ、適切な救急医療が提供されるよう、比較的軽度な救急患者に

対応する在宅当番医、市立旭川病院による初期救急、重症患者に対応する病院群輪番制及び小児救

急医療支援事業による２次救急、重篤患者に対応する救命救急センターによる３次救急医療、それ

ぞれの診療体制を確保することで、市民が安心して医療を受け、健康に暮らすことができる体制の

充実を図る費用として、総額で１億１千１１１万６千１２７円を執行いたしました。

次に、８４、８５ページの２目予防費、備考欄の一番上にあります、がん対策費でございます。

がんの早期発見により早期治療につなげることで、市民の健康寿命の延伸を図るとともに、検診の

受診をきっかけとした健康意識の向上を推進するため、延べ５万６千１７６人の市民に対し、各種

がん検診を実施いたしました。また、平成３０年１０月から胃がんのリスク検査であるピロリ菌検

査を新たに実施いたしました。受診率の向上を図るため、受診者の利便性の観点から、巡回検診や

福祉保険部が所管する特定健診等とのセット型健診の実施、また、個別の受診勧奨や啓発イベント

の開催など、総額で２億３千７４４万１千５３円を執行いたしました。

次に、同ページ同目、備考欄の一番下にあります健康づくりプラス１推進費でございます。青年

期及び壮年期の市民の健康づくりの推進を目的に、青年期、壮年期の方が１日の大半を過ごす職場
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における健康づくりのサポート等を実施し、延べ５６事業所１千６９８名の利用があり、総額で２

７万１千７０１円を執行いたしました。

次に、同ページ３目、環境衛生費、備考欄の一番上にあります食品衛生指導費でございます。食

品等による衛生上の危害を未然に防止し、市民の健康を保護するため、食品営業関係施設、集団給

食施設における監視指導や収去検査等を実施いたしました。また、食品の安全性確保には、ＨＡＣ

ＣＰによる衛生管理が有効なことから、講習会などを通じてＨＡＣＣＰの概念の普及啓発を行い、

食品事業者等による自主的な衛生管理の取り組みを推進し、総額で７５８万１千９５７円を執行い

たしました。以上、保健所が所管します平成３０年度決算の概要の説明とさせていただきます。

続きまして、条例の制定について御説明申し上げます。議案第４２号、旭川市保健所条例の一部

改正から、議案第５５号、旭川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行条例の一部

改正まで及び議案第５７号、旭川市臨床検査技師等に関する法律施行条例の一部改正並びに議案第

５８号、旭川市毒物及び劇物取締法施行条例の一部改正、以上１６条例につきましては、いずれも

受益と負担の適正化に向けました改訂版の取組指針に基づく見直しによるものであります。医療薬

事等関係手数料、食品関係手数料、営業等許可関係手数料、検査手数料等の額を改定するものでご

ざいます。

次に、議案第５６号の旭川市医療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。本案は、医療法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保

険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う改正を行うほか、「受益と負担の

適正化」へ向けた取組指針に基づく見直しにより、本条例の一部を改正しようとするものでござい

ます。内容といたしましては、診療所等管理兼務許可申請書の記載事項の追加及び一部文言の修正

を行うほか、診療所開設許可申請手数料等の額の改定を行おうとするものでございます。以上の条

例改正の施行日は、いずれも公布の日からとし、手数料の改定にかかわります条例の改正後の規定

の適用は、令和２年４月１日以後の申請等に係る手数料からとしております。以上で保健所の説明

を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○金谷委員長 環境部長。

○高田環境部長 初めに、認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算の認定のうち、環境部の

所管について御説明いたします。まず、資料はございませんが、環境部全体の歳入歳出の状況につ

いてでございます。歳入の決算状況でありますが、収入済み額は１３億５１４万６千４０４円で、

予算現額に対しまして４千３３４万７千４０４円の増でありました。主な増要素は、近文清掃工場

の発電余剰電力収入における売電単価の増や、発電設備の更新などによる売電電力量の増などによ

るものでございます。次に歳出の決算状況でありますが、支出済み額は３２億３千４２１万２千７

６１円で、執行率は９７．６％でございます。

続きまして、歳出の主な事業について御説明いたします。平成３０年度も環境部では、循環型社

会の形成や自然共生社会の構築のほか、地球温暖化対策や安全で快適な生活環境の創出に向けた取

り組みを中心に行ってきたところであります。決算事項別明細書の８４、８５ページをごらんくだ

さい。中段に記載されております４款１項３目、環境衛生費につきましては、自然環境の保全に関

する普及啓発活動や地球温暖化対策に係るものでございますが、主な事業について御説明いたしま

す。同ページの備考欄の一番下の市有施設石綿含有調査費、決算額１６１万２千円についてでござ
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いますが、市有施設におけるアスベスト対策を進めるため、市有施設の煙突を対象にアスベスト含

有にかかわる調査を実施したものであります。調査対象となった学校施設や水道局の施設を除く５

１本の煙突内部の調査結果を踏まえ、アスベスト含有が確認された３４本につきましては、今年度

から計画的にアスベストの除去工事などが進められているところでございます。

次に、ページをめくっていただきまして、８６、８７ページの中段からの２項清掃費につきまし

ては、ごみの減量化や資源化及び適正処理にかかわるじん芥処理費やし尿処理費等でございます。

個別事業の主なものにつきましては、ページをさらにめくっていただきまして、８８、８９ページ、

備考欄の上から６番目、みんなで実践ごみダイエット事業費、決算額４０万１千円につきましては、

事業所や家庭でのごみの発生抑制、再使用、いわゆる２Ｒの取り組みを促進するため、チラシの配

布などによる簡易包装推進にかかわる啓発や、資源化施設を見学するバスツアーの実施、また、事

業者への古紙類の分別、資源化への取り組みを促すための啓発メッセージ入り古紙分別用ごみ袋の

配布などを実施したものでございます。

次に、その２つ下、清掃工場整備推進費、決算額７８６万１千円につきましては、次期清掃工場

整備に向けた基本的な考え方や施設の概要等を定めた清掃工場整備基本構想の策定に取り組んだも

ので、策定に当たっては、地域住民への説明や意見交換等を行いながら、学識経験者や市民などで

構成する附属機関において検討を進めてきたところであります。

次にその下、缶・びん等資源物中間処理施設整備調査費、決算額４２８万１千円につきましては、

現在の近文リサイクルプラザにかわる新たな施設の整備にかかわる事業手法を検討するため、本市

のＰＦＩ活用指針に基づき、ＰＦＩ等導入可能性調査を実施するとともに、この結果を踏まえて、

施設整備の基本的な考え方などを定めた缶・びん等資源物中間処理施設整備基本構想を策定いたし

ました。以上、環境部が所管いたします平成３０年度決算の概要の説明とさせていただきます。

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いて、環境部の所管分につい

て御説明いたします。お手元にあります一般会計補正予算書の１０ページをごらんください。４款

２項１目、じん芥処理費のうち、廃棄物エネルギー活用事業調査費１千５００万円についてでござ

いますが、これは、次期清掃工場の整備を検討するに当たり、焼却によって得られる電気の利用方

法として、公共施設等へ自営線により電力を供給する場合等における法的、技術的な課題を整理す

るとともに、有効性や経済性などの事業性評価を行い、実現可能性を調査するものでございます。

なお、財源につきましては、全額環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を充てるもので

ございます。

次に、条例の制定にかかわりまして、議案第５９号、旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてでございます。本件は、「受益と負担の適正化」へ向けた取

組指針に基づき、令和２年４月１日からし尿処理手数料、ごみ埋立処分手数料及びごみ焼却処分手

数料の額を改定するものでございます。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○金谷委員長 保険制度担当部長。

○金澤福祉保険部保険制度担当部長 議案第３２号、旭川市高齢者等健康福祉センター条例の一部

を改正する条例の制定について及び議案第３３号、旭川市近文市民ふれあいセンター条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。今回の改正につきましては、いずれも受益と負担の適正
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化に向けた見直しにより、利用料金設定基準を改定しようとするもので、公布の日から施行し、令

和２年４月１日以後の使用に係る利用料金について適用するものであります。以上、よろしくお願

いいたします。

○金谷委員長 委員の皆様から何か発言はございますか。

（「なし」の声あり）

それでは、報告事項に移ります。まず、令和元年第３回定例会提出議案にかかわる事項について、

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、庁用自動車による事故について、順次、

説明をいただきます。

市民生活部長。

○和田市民生活部長 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、

総務常任委員会所管の案件ではございますが、個別の手数料の所管部局として関連がありますので、

御報告申し上げます。本案は、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）に基づきまし

て、令和２年４月１日から住民基本台帳の一部の写しを閲覧する際の手数料について改正しようと

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。

○金谷委員長 子育て支援部長。

○中村子育て支援部長 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、

総務常任委員会所管ではありますが、子育て支援部所管の部分がありますので御説明申し上げます。

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針に基づきまして、受胎調節実地指導員指定証交付手数料

等の額を改定しようとするものです。公布の日から施行して、令和２年４月１日以降の申請に係る

ものについて適用しようとするものでございます。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 総合政策部において一括して提案しております議案第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、保健所所管分を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く見直しによるもので、介護保険法関係手数料、医療薬事

等関係手数料、防疫関係手数料等の額を改定しようとするものでございます。施行日は公布の日か

らとし、改正後の規定の適用は、令和２年４月１日以後の申請等に係る手数料からとしております。

以上でございます。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 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、環境部所管

分の説明を申し上げます。本案は、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針に基づきまして、令

和２年４月１日から汚染土壌処理業許可申請手数料など、汚染土壌処理業における許可の申請及び

譲渡の承認等に対する申請手数料の額を改定しようとするものでございます。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 議案第９４号及び第９５号の損害賠償の額を定めることにつきまして、総務

常任委員会の所管ではございますが、福祉保険部に関連がございますので御説明申し上げます。事

故報告書をごらんいただきたいと思いますが、こちらは、昨年の第４回定例会で物損部分に関し専

決処分の報告をさせていただいた件の人身部分でございます。昨年の８月３１日、福祉保険部職員
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の運転する庁用車が市内６条通１１丁目の交差点で右折をしたところ、歩行者の横断待ちのため停

止していた前方車両と接触し、運転者と同乗者の相手方２名が負傷して損害を与えたもので、その

損害賠償の額をそれぞれ１５８万６千６７３円、１１５万２千１５０円と定めようとするものでご

ざいます。交通事故の防止につきましては、日ごろから職員に対し注意を喚起しているところであ

りますが、今後一層、安全運転の徹底を図り、事故防止に努めてまいりたいと考えております。以

上、よろしくお願いいたします。

○金谷委員長 委員の皆様からの御発言はございますか。

（「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、所得課税証明書のコンビニ交付の開始について、

旭川市環境基本計画【第２次計画・改訂版】（改訂案）に対する意見提出手続の実施について、理

事者から説明をいただきます。

税務部長。

○山口税務部長 所得課税証明書のコンビニ交付サービスの開始につきまして、お手元の資料で御

報告を申し上げます。本市の証明書のコンビニ交付につきましては、６月から住民票の写し及び印

鑑登録証明書の交付を開始いたしましたが、１０月１日からは、所得課税証明書の交付を追加いた

します。所得課税証明書は、融資の申し込み等で所得の証明が必要な場合や扶養の認定に非課税で

あることの証明が必要な場合などに幅広くお使いいただくことができます。証明書を取得できる方

につきましては、旭川市内に住民登録があり、マイナンバーカードをお持ちの１５歳以上の方で、

前年中の所得の届け出がある方となっております。コンビニ交付によりキオスク端末の設置がある

店舗等、旭川市内でおよそ２００店舗、全国で約５万３千の店舗等で、午前６時半から午後１１時

まで証明書を取得することができます。交付手数料につきましては、窓口と同じ、１通当たり３０

０円でございます。

今後、広報誌「あさひばし」９月号、旭川市ホームページ、店舗や市有施設へのポスター掲示等

によりまして、市民の皆様へ広くお知らせをする予定です。以上、御報告とさせていただきます。

○金谷委員長 環境部長。

○高田環境部長 旭川市環境基本計画【第２次計画・改訂版】（改訂案）に対する意見提出手続の

実施について御報告いたします。提出させていただきました資料のうち、改訂案に対する意見提出

手続の実施についてというＡ４の２枚の資料に沿って御説明させていただきます。

本件につきましては、旭川市環境基本条例に基づき、本市の環境の保全と創造に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するための指針として策定されたものであります。現計画は、第８次旭川市

総合計画との整合性を図りながら、平成２８年３月に策定したもので、計画期間を平成２８年度か

ら令和９年度までの１２年間とし、原則４年ごとに見直しを行うこととしております。今年度が見

直し年度に当たりますことから、計画の進捗状況の確認や課題の整理など、見直しに向けた作業を

進めてまいりました。資料の２ページには、進捗状況として、現計画で定める各種定量目標とこれ

までの実績値をお示ししております。次に、資料の３ページの見直し方針に移りまして、今回の見

直しの考え方では、本市の環境の将来像及びそれを実現するための環境目標については、現行どお

りとし、個別の定量目標については、これまでの実績を踏まえて、４年後の令和５年度までの中間

目標値を第２次目標値として新たに定めることとし、施策の展開方向及び配慮指針についても、社
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会情勢の変化など、現状に応じて必要な見直しを行うこととしております。また、今回の見直しの

視点では、持続可能な開発のための２０３０アジェンダにおいて制定された持続可能な開発目標、

いわゆるＳＤＧｓの考え方を本計画に反映させることや、本市の計画にかかわる動向として、侵略

的外来種の生息拡大等の課題に対応していくことと定めております。これらの方針に基づき見直し

を行った内容につきましては、次の今回の見直しの要点において、新たに追加する本計画の施策と

ＳＤＧｓとの関係性と第２期の各目標数値の案を示しております。以上の計画の見直しを行いまし

た改訂案につきましては、９月２５日から１０月２５日までの期間で、意見提出手続、パブリック

コメントを実施し、今年度中の策定を予定しているところでございます。報告は以上でございます。

○金谷委員長 委員の皆様からの御発言はございますか。

室井委員。

○室井委員 所得課税証明書のコンビニ交付について、何点か聞かせてください。確認のためのも

のなので。

１０月１日から始まるんですが、実はセキュリティーの関係はどうなのかなという懸念をしてい

ます。それぞれのコンビニで交付することができると思うんですけども、従業員とは全く別に機械

が設置されて、そこで手続してもらうと。その際ちょっと心配なのが、マイナンバーカード、個人

番号をそこに入れるということになると、それが漏れる心配というのはないのかということです。

それからもう一つ、利用時間が午後１１時までで、各店舗の営業時間内に限るというのがちょっと

わかりづらいんですが、これは店があいていればオーケーなんですか。そしたら午後１１時という

のは、これは関係ないんですか。この辺をお聞かせください。

○松本税務部次長 何点か御質問がありましたので、順次、お答えさせていただきたいと思います。

まず、従業員と交付の関係でございますけども、各コンビニ店舗に設置しておりますマルチコピー

機を申請者が利用することで、コピー機から打ち出される証明書をお取りいただくという形になっ

ております。あと、マイナンバーの部分なんですけども、個人認証ということでありまして、マル

チコピー機にマイナンバーカードをかざすことによって個人認証をするものですから、マルチコピ

ー機の中の専用回線の中で個人情報が扱われるということで、セキュリティーについては、一定程

度保護されているという認識になっております。あと、利用時間なんですけども、各店舗によって、

２４時間の店舗もあれば午後１０時までで終わる店舗もあるということですので、２４時間の店舗

であれば２３時まで、もちろん店舗が閉店している場合については中に入れませんので、２３時よ

りも前に店舗が閉店する場合については、その店舗の開設時間までということになっております。

○室井委員 ちょっと最後のほうがよく聞き取れなかったんですけども、利用時間について、もう

一回お願いします。

○松本税務部次長 利用時間なんですけども、まず店舗があいているということが前提になります

ので、２４時間営業でも２３時までしか使えないということです。２３時より前に店舗が閉店する

場合については、その店舗の営業時間内ということになっております。

○室井委員 終わります。

○金谷委員長 ほかに、委員の皆様から御発言はありませんか。

（「なし」の声あり）

それでは次に、その他に入ります。お手元に御配付してあります民生常任委員会行政視察の委員
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派遣についてであります。委員派遣承認要求書（案）副委員長班のとおり、記載の調査のため、議

長に対して委員派遣の承認要求をすることでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

確認させていただきました。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

書を提出することといたします。なお、やむを得ない事情など、都合により変更が生じた場合の取

り扱いについては、委員長に一任をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

そのように扱うこととさせていただきます。それでは、本日の委員会の議事は全て終了でござい

ますが、特に御発言はありますか。

（「なし」の声あり）

それでは、以上をもちまして、民生常任委員会を散会といたします。

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

散会 午前１１時０４分


