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平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災の教訓から、旭川
市として避難行動要支援者名簿を活用した災害時における
避難支援体制の充実・強化を図るため、地域を中心とした
「自助・共助」による取り組みを進めています。大規模な
災害の発生時は、防災関係機関自体が被災するなど、「公
助」による災害対応は相当の時間を要することがあります。
そのような状況では、住民一人ひとりが自らの生命や身体を災害から守る適切な災
害対応や避難行動（自助）が必要であり、自らを守ることができない場合には、隣近
所をはじめとした地域コミュニティによる救助、避難支援・安否確認等の活動（共助）
が欠かせません。
具体的には、旭川市が保有する避難行動要支援者名簿情報を避難支援にご協力をい
ただける地域住民が自主的に結成する自主防災組織や町内会等の住民組織に提供し、
避難支援体制の整備や災害時における個別避難計画の策定などです。
名簿情報の提供に際しては、個人情報の保護の観点から取り扱いに注意が必要です。
そのため、名簿情報の取り扱いや情報管理が適切に図られるよう、研修等において必
要な説明を受ける必要があります。あわせて名簿提供をうける団体の代表者からの誓
約書の提出により名簿提供が行われます。
この課題について、私は 2 度議会で取り上げ質疑をさせていただいています。10 月
の第 3 回定例会決算質疑で現状を確認したところ、コロナ禍で地域への説明等ができ
ないこともあり、地域団体への名簿提供はあまり進んでいないとの回答でした。
旭川は災害が少ないとは言え、名簿提供を受けることにより、平常時からの見守り
体制の構築や地域の中で災害に対する意識を深めていくことに繋がります。支え合う
安心・安全の地域社会に向けて、是非とも名簿提供を活用いただくようお願いいたし
ます。詳しくは、下記の旭川市の担当部局へお問合せください。
〈旭川市担当窓口〉
○避難時の支援を希望される方
○地域の避難支援等に協力いただける団体
⇒ 福祉保険部福祉保険課地域福祉係
⇒ 防災安全部防災課
☎ ０１６６－２５－６４２５
☎ ０１６６－３３－９９６９
町内会のしめ縄づくりに参加。なか
なかの出来栄えでは…
市議会議員を含むすべての
議員は、当該選挙区の方へ
年賀状、暑中見舞状等のあ
いさつ状を送る
こことは、公職
選挙法第 147
条で、禁止され
ています。

9 月 26 日（日）旭川市長選挙、
北海道議会議員・旭川市議会議員
補欠選挙と旭川で初めてのトリ
プル選挙が行われました。
旭川市議会では、毎年 9 月初旬
から決算審査を含む、第 3 回定例
会を開催していますが、新人によ
る市長選挙のため、定例会の開会
をいつにするか、また市長の所信
表明及び代表質問が実施される
ことから、議会日程についてどの
ようにするか、さらに 3 名の補欠
選挙で当選した市議会議員の会
派構成、議席順、所属する委員会
などもあり、議会運営委員長とし
て各会派との調整や議会運営委
員会の運営に苦慮しましたが、ま
た一つ良い経験をさせていただ
きました。
結果、例年なら 10 月初旬に閉
会する第 3 定例会は、11 月 10 日
の閉会となり、約半月後の 11 月
30 日に第 4 回定例会の開会とい
う議会日程となりました。

厳しい冬の季節となりました。コロナ禍において、
いつもと違った生活の中、皆様におかれましてはいか
がお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスが世界を一変させてから、2 年
になろうとしています。この間コロナウイルスは変異
を続け、その度に多くの感染者を出し大きな波を繰り
返し、今は新しいオミクロン株が世界中で猛威を奮っ
ています。収束と言える状況までにはまだ月日が必要
と言えます。
2021 年は、2 期目折り返しの年であり、前期の２年
間では、建設公営企業常任委員会で初めて委員長に就
任し、また議会運営の要である議会運営委員会で副委
員長の役割をいただき、２年間の任務を無事に終える
ことができました。後半の２年間は、議会運営委員会
の委員長の役割をいただき、また議会会派では幹事長
として現在奮闘しています。
さらに、2021 年は選挙の年となりました。西川市長
の国政への挑戦による辞職に伴う旭川市長選挙と道
議会・市議会議員補欠選挙のトリプル選挙、衆議院解
散による総選挙と 2 カ月で 4 つの選挙が実施されまし
た。私が応援する候補者には厳しい結果となりました
が、次に向けてしっかりと総括し堅実な活動を展開し
ていかなくてはなりません。
2022 年、コロナ禍はまだまだ続きますが、一人ひと
りが感染予防対策を徹底し、うつらない、うつさない
よう気を付け、2022 年が皆様に
とって素晴らしい 1 年になります
ようご祈念申し上げます。
引き続きご指導を賜りますよう、
心からお願いいたします。

今津新市長の「生活道路の排雪を 2 倍にする」公約により、第 4
回定例会において除雪費 4 億 3,338 万円の補正予算が提出されま
した。これにより、令和 3 年度当初予算額 29 億 4,461 万円（下表
参照）と合わせて 33 億 7,799 万円となります。
具体的な事業内容としては、生活道路の排雪回数を 1 回から 2 回に倍増するとのこと
でありますが、倍増と言えるのか疑問が残ります。
これまでの除排雪体制について昨シーズンを例に挙げると、令和 2 年度当初予算額は
29 億 1,413 万円、そして降雪状況、道路状況をみて除雪・排雪のための補正予算を組み、
最終的には 35 億 1,822 万円であります。わかりやすく言うと、生活道路の排雪は 1 回を
基本とし、状況に応じて必要な地域に 2 回目の排雪を実施しており、これまでの生活道
路は「排雪 1 回、地域によっては 2 回」となっています。除排雪は、自然が相手であり、
大雪の年もあれば小雪の年もあります。その年の降雪量などによって、排雪回数など対
応しているこれまでの方が理にかなっているのではないかと思います。
もう 1 点懸念することがあります。生活道路の排雪は、一つの地域を完了するのに約
1 カ月の日数がかかります。例年 1 月中旬頃から排雪を始め、完了するのは 2 月の中旬
頃。初めに排雪した地域は 1 カ月経っていることから、2 回目の排雪が必要な地域の排
雪を 2 月下旬、3 月初旬から行っています。
また、下表を見てもわかるように、除排雪費に対する国からの交付金は少なく、ほと
んどが市の財源で賄っています。市民の冬の快適な暮らし、冬道の安心・安全を守るこ
とは重要な課題でありますが、「雪も溜まってないのに排雪をした」「3 月に入り気温も
上がって、雪も溶けてきているのに排雪をする必要があるのか」など市民からの意見も
あることから、無駄な予算執行がないようチェックすることが必要だと考えます。
1 年の 1/3 を雪と過ごす旭川で除排雪の課題は重要です。建
設公営企業常任委員長の時には市に対し「提言書」を提出する
など、除排雪の課題について検討して参りました。本年度も除
雪センターの統合や 30 センチの圧雪管理から 10 センチの圧
雪管理の一部地域の施行実施など、新たな取り組みを進めてい
ます。引き続き、皆様の声を聞き市政へと活かしていきます。

本格的な冬、寒い中での雪かきの季
節となりました。家の敷地に雪を置く
場所がある方は良いですが、そうでな
いお宅には融雪槽が大きな役割を果たしてくれます。しか
し、工事費も含めて多額の費用を要する融雪槽になかなか
手が届かないのも事実です。
旭川市では、融雪槽やロードヒーティングなどの設置に
対する補助制度があります。私自身、その補助制度の拡充
に向けて何度か質疑を行ってきた経過と現状について報
告します。
平成 27 年度までは高齢者のみの対象であった補助制度
が 28 年度以降からは全世帯対象となり、申請件数が予算
額を超え抽選による実施となっています。平成 30 年第 1
回定例会予算審査においてその点を追求するとともに、同
年第 3 回定例会決算審査、さらに令和 1 年（平成 31 年）
予算審査では、平成 30 年度実績で 3.15 倍、申請をした方
の 2/3 の方が抽選により交付から外れる結果を問題視し、
令和 1 年度予算に向けて予算の増額・交付件数の増を強く
求めました。〈下表参照〉
令和 1 年度、補助上限額が 15 万円から 10 万円に減額さ
れたものの、財源規模が 1 千万円増額され、交付件数も 200
件から 400 件と倍増しました。
融雪槽があれば家のまわりから道路まできれいに雪を
処理している方は多くいます。極端に言うと、全住宅に融
雪槽があれば、生活道路は格段に変わると思います。そう
いった意味から、この事業は重要な事業です。今後も、上
限額の増額など求めていきます。

冬期における快適で安全な住
生活を後押しするため、住宅の雪
対策工事を行う場合に、その費用
の一部を補助するものです。
●対象となる住宅
旭川市内の住宅で、申請される方
が居住しているか、または所有し
ている住宅が対象です。
融雪施設設置工事の場合は、新築
住宅も対象です。
●対象となる工事
融雪施設設置工事や雪対策のた
めの改修工事で、「旭川市住宅雪
対策補助金交付要綱」に定められ
たものが対象になります。
●補助金の額
工事の種類によらず一律 10 万円
補助対象工事費が 30 万円以上の
工事から申込みできます。
※上記は、令和 3 年度内容です。
令和 4 年度の住宅雪対策補助金に
ついては、令和 4 年第 1 回定例会
の議会議決により決定します。事
業が継続される際、第 1 期の申込
み受付が 4 月中旬からとあまり日
数がないことから、検討される方
は 3 月発行の広報紙「あさひばし」
のチェックをお願いします。

年度

補助金額

財源規模

申請件数

交付件数

抽選

倍率

備考

平成28年

15万円

3,000万円

287件

209件

あり

1.37倍

平成29年

15万円

3,000万円

279件

201件

あり

1.39倍

平成30年

15万円

3,000万円

646件

205件

あり

3.15倍 補助対象工事の変更

令和１年

10万円

4,000万円

676件

396件

あり

1.71倍 補助金額を減らし件数を増

令和２年

10万円

5,000万円

336件

314件

無

0倍

令和３年

10万円

4,000万円

766件

399件

あり

1.92倍

小雪の影響か申請が大幅減

