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日  時   令和元年６月１４日（金）  １０時～  

場  所   旭川市工業技術センター  ２階  会議室  

出席者   会長：佐々木通彦（議長）   副会長：岡田昌樹  

     委員：松田誠一 ,長谷川敦彦 ,藤原貞雄，齊藤裕美  

中島康夫 ,村椿幸二，岩本峰幸 ,森永泰三，川口勤  

     市側：経済部長  品田幸利  

        経済部産業振興課長  杉山利勝  

        工業技術センター所長  村尾剛行ほか工業技術センター職員３名  

委員会の公開，非公開の別    公開  

傍聴者   なし  

当日資料  ・次第  

     ・平成３０年度事業報告  

     ・令和元年度事業計画概要  

     ・その他  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

【１ .開会】  

（杉山）本日は時節柄何かとご多忙のところ，旭川市工業技術センター運営委員会

にご出席賜り，誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきま

す産業振興課長の杉山と申します。よろしくお願いいたします。  

会を始める前に前任者の任期を受け継ぐ形で，新たに運営委員としてポリテクセ

ンター旭川の岩本訓練センター長にご参画いただきましたことをご報告いたします。     

それでは開会にあたりまして，経済部長の品田からご挨拶申し上げます。  

 

【２ .経済部長挨拶】  

（品田）皆様おはようございます。旭川市経済部長の品田と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。本日はお忙しい中，本運営委員会にご参加いただきまして

誠にありがとうございます。  

本市の機械金属産業は農業，家具，食品加工等と並んで本市を支える主要な産業

のひとつでございますが，本センターはその機械金属産業の皆様を支援する組織で

ございます。これまで，本センターでは技術指導や各種試験検査等の基礎的な支援

から最新の技術まで幅広く伝えるという使命を持ち，本日お集まりいただきました

企業，教育機関，各種支援機関の皆様と連携した事業を展開して参りましたが，今

後もこの連携を強めながら，機械金属産業の皆様のお手伝いをしたいと考えている

ところでございます。  

日銀が発表しております直近の経済概況では，緩やかに景気回復しているという

判断がありますが，その一方で，依然として人手不足は深刻であります。また全国

的，国際的なところに視野を向けますと，オリンピック後の景気，米中の貿易関係

等まだまだ不透明な部分が多く，製造業を取り巻く環境というのは決して予断を許

さない状況であると認識しております。  

このような経済状況の中で，本市産業の中核を担う機械金属産業を下支えする，

よりふさわしいセンターとなるよう我々も努力したいと考えております。  

本日の運営委員会におかれましては，忌憚のないご意見をいただければと考えて

おりますので，本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

 

【３ .運営委員紹介（自己紹介）】  

 

【４ .工業技術センター職員紹介】  

 

 



【５ .議事】  

（杉山）本日の運営委員会は，委員１２名中，媚山委員が欠席で，１１名の出席と

なっております。なお，この会議は市民参加推進条例に基づき公開とし，委員全員

による内容の確認後，市政情報コーナー及び市のホームページで会議録の公表を予

定しております。  

最初に配布資料の確認をお願いします。（省略）  

 

（議長）それでは議事に入りたいと思います。次第の６番目，議事（１）平成３０

年度事業報告について事務局お願いいたします。  

 

（事務局）平成３０年度の事業報告についてご説明いたします。資料１にあります

事業報告をご覧ください。まず事業実績ですが，７ページの表をご覧ください。こ

ちらは昨年度の依頼試験検査件数の内訳を示した表です。一番下に合計１，２９７

件とありますがが，前年の１，２５０件とほぼ同程度の試験数となっています。内

訳を見ますと，項目の一番上の引張試験と，上から４つめの圧縮試験，この２つで

全体の９割を占めております。  

引張試験は３０年度８４８件で前年の９０５件から若干減少しております。圧縮

試験は３９９件となり，２９年度の３３１件とその前の年の１３９件から増加して

います。この増加は，２９年度に「圧縮試験は公設の試験場において試験をするこ

と」との通知があり増えたものです。  

また，材料試験の下から３つめ，マクロ組織試験ですが，これは溶接の確からし

さを確認するものなのですが，２９年度は１件でしたが３０年度は３２件，さらに

今年度も５０件程度に増える予定です。  

この件数が大幅に増えたのは，ある経営者から，自社で実施するには大変負担に

なっている試験があるという相談があり，詳しく確認したところ当センターででき

る試験でしたので，それ以来ご依頼いただいくこととなりました。  

日頃から企業の皆様とコミュニケーションを密にしてセンターの利用拡大を進め

ていることが一つの成果に結びついたものです。  

次に８，９ページをご覧ください。こちらは昨年度の機械使用件数と使用時間の

内訳を示した表です。特に，９ページの上から５番目，レーザ加工機をご覧くださ

い。これは２９年度末に更新した機械ですが，使用件数が３２１件になっており，

更新前の１．５倍になっています。利用時間も６７８時間と，更新前の１．２倍と

なっています。新しいレーザ加工機なので加工スピードが速い分，利用件数は増え

ても利用時間は減るかなと予想しておりましたが，利用時間も更新前の１．２倍に

増やすことができました。  



また，レーザ加工機の利用企業数は例年１３～１５社程度だったのですが，３０

年度は４３社にご利用をいただき，より多くの業界の皆様に利用されているという

事も分かっております。  

さらに，表の下から２番目，ワイヤカット放電加工機については，平成３０年度

の利用時間が１７３時間となり，前年度の６３時間から大幅に増加しています。こ

の機械は厚みのある金属をカットするものですが，レーザ加工機より厚みのあるも

のを切れる機械がセンターにあることを知った新規のレーザ加工機利用者に新たに

使って頂くようになったことが，利用増の要因になっております。  

続いて６ページをご覧ください。この表は，機械の導入実績をまとめた表です。

平成３０年度に３Ｄプリンタのサポート材除去装置と３Ｄスキャナを導入しました。

これは地域創生推進交付金を利用して導入しましたが，２９年度には３Ｄプリンタ，

３０年度には３Ｄスキャナを導入しましたので，デジタルものづくりと言われてい

るものの業界支援ができる体制が整ったと考えております。  

続いて１１ページをご覧ください。こちらは，技術相談と技術指導についての件

数と内容を示した表です。全体の相談，指導件数は９４件で例年と同程度の件数で

すが，内訳としては材料に関する事が３件，各種機械加工に関する事が６０件，そ

の他が３０件となっております。  

その他では，鉄筋のねじり破断試験やバトミントンラケットの強度試験というよ

うなご相談もありました。  

次に１３ページをご覧ください。中程（２）に講習の実施状況を記載しています。

工業技術センター単独で開催している講習会については①の表に記載しているとお

り，３ＤＣＡＤ講習会の需要が近年高くなっております。  

その下の②の表をご覧ください。これはセンター単独ではなく他の機関と共催し

た講習会ですが，７月２５日，２６日に，プレスブレーキの金型セミナー，レーザ

加工機のメンテナンスセミナーを工作機械メーカーの株式会社アマダと共催しまし

た。これはアマダの機械に特化したものではなく，プレスブレーキやレーザ加工機

全般に関する内容を講義してもらっております。  

次に１４ページですが，表の１番上，ものづくりサマーキャンプとありますが，

これは市内の高校生，高専生を対象に地元の機械金属業界を知ってもらうため，人

材確保につなげるために１日目に工場見学，２日目，３日目にインターンシップを

旭川機械金属工業振興会と共催で行いました。  

平成３０年度には７月３０日から３日間と，８月６日から３日間の２回で実施し

ましたが，４５名の方に参加いただきました。  

次に１０月３１日ですが，ポリテクセンター主催のものづくり体験セミナーに出

展し，子供を対象にハンドスピナーの製作体験実習も実施しております。   



その下の最先端技術習得講習会ですが，１１月には３ＤＣＡＤ「ソリッドワーク

ス」の講習会を旭川高専のご協力をいただいて開催しました。２月にはシーケンス

制御の講習会を高等技専の協力をいただいて開催しております。このように当セン

ター単独では開催できない講習会も，他の支援団体の協力をいただいて業界のニー

ズにマッチするように開催できるよう心がけております。  

次に資料２をご覧ください。これは平成３０年度に実施した企業訪問の結果です。

この取組みは旭川地域の機械金属関連企業に実際に職員が伺って聞き取りを行い，

業界の状況とニーズの把握，それらをセンターの業務に反映させるために行ってい

るものです。３０年度は２１社に伺っております。  

３ページの一番下をご覧ください。売上高の推移ですが，増加が６割，横ばいが

３割，減少が１割となっております。業界として景気の良さが見てとれました。同

じく４ページの一番上をご覧ください。こちらは受注量についてお伺いした部分で

すが，受注量が過多と多量というのを合わせますと半数となっており，さらに少量

というのが５％となっておりますので，堅調な状況である事が分かるグラフになっ

ております。  

しかし，受注量が過多と多量の理由については，人材不足が挙げられており，せ

っかくのビジネスチャンスを，人手不足で逃しているという現状も浮き彫りとなっ

ております。  

続いて６ページ上から２つめの円グラフをご覧ください。これは自社における技

術的な課題を伺っております。その中で一番多かったのが，熟練工の高齢化。また

上から３つめの円グラフは経営的課題ですが，その中では人材育成と人材確保とい

うものが７割を占めており，業界の課題として人材確保が必要であるという事が分

かっております。以上の事から当センターで力を入れている人材確保，人材育成の

後押しというのが業界の求める方向と一致している事を確認しております。事務局

からは以上です。  

 

（議長）ただ今事務局より平成３０年度の事業報告についてご説明がありましたが

委員の皆さんで何かご意見ご質問等ありませんか。  

 

（議長）私から一つよろしいでしょうか。事業報告書の１１ページに技術指導及び

相談という事で件数が出ていましたが，これは全て工業技術センターで解決できて

いるのですか。  

 

（事務局）全て当センターで対応できた訳ではなく，例えば，道工試等各支援機関

等と連携を取り，対応可能な機関につなげるというような役割も担っております。  



 

（議長）ではセンターで対応出来ないような技術的な事でもセンターに相談をすれ

ば，橋渡しの役割も担っていただけるという事ですね。ありがとうございます。  

もう一点。資料の２の結果を見て改めて関心したのですが。今，事務局が口頭で

話した内容を資料として保存しておいた方がいいのかなという感じがします。  

 

（事務局）そのようにいたします。  

 

（議長）他に皆さんの中で気が付いた点等々ありませんでしょうか。  

 

（委員）資料の１の４ページに，講習会・研修会等の開催がありますが，平成２６

年から２９年までは３００人以上の受講者がいたのですが，平成３０年に３００人

を切ってしまったと。前年と比べるとちょうど１００人近く減ってしまったのです

が，これは景気が良く，忙しくてできなかったのか，それともちょっとテーマにミ

スマッチがあったのか，その辺はどのように分析しますか。  

 

（事務局）開催の回数は大体例年通りなので参加が落ち込んだのは，それぞれの講

習会での参加数が若干減っているということになります。それは景気のせいなのか

一概には判断できないですが，固定客以外にも周知する等の努力が足りない部分も

あるかなとは分析しています。  

 

（委員）もう１点よろしいでしょうか。資料２の６ページで，技術的な課題と経営

的な課題というのは先ほどお話ししていただいたのですが，この対策についての分

析はありますか。  

 

（事務局）このような課題は当センターだけの対策でクリアできるものではないと

思っていますので，例えばポリテクセンターさんでの講習会の案内等の間接的な支

援も大切かなと思っております。  

 

（委員）技能伝承の部分でそれぞれの取組があると思うのですが，例えばＡＩやＩ

ｏＴ技術を使って，技能の伝承をサポートしていくものを作るなど，そのようなニ

ーズはあるのかどうかを把握されてはいかがかと思います。以上です。  

 

（事務局）ありがとうございます。その辺については是非，旭川高専さんにご指導

頂ければと思います。  



 

（議長）先ほど事務局からも話がありましたとおり，高専，ポリテク，技専等々と

連携して工業技術センターの事業も成り立っているという事ですが，ＡＩやＩｏＴ

の分野は我々も必要としており，今後は避けて通れないものでありますので是非と

も連携を深めて取組んで下さい。  

事業報告については以上でよろしいでしょうか。  

 

（委員）はい。  

 

（議長）ありがとうございます。それでは，続きまして議事の２番目。令和元年度

事業計画と概要について事務局からお願いします。  

 

（事務局）それでは，資料３をご覧ください。令和元年度の旭川市工業技術センタ

ー事業計画についてご説明いたします。まず１番の基礎技術講習会ですが，これは

加工技術や設計に関する知識，技術習得のための講習会で，参加者の希望に合わせ

て随時開催しております。  

講習会のメニューとしては，ＣＡＤの入門講座や，フライス盤や旋盤の操作方法，

さらには労働安全講習があり，今年度からはレーザ加工機の操作講習も追加してお

ります。  

続きまして２番の企業訪問アンケートですが，先ほど資料の２で昨年の結果をご

説明しましたが，当センターの施策が業界のニーズと同じ方向を向いているという

確認の為に実施いたします。機械金属関係企業１４０社程のうち３０社程度に伺う

予定でおります。  

３番目の機器導入ですが，この詳細は後ほど議案の４でご説明いたしますが，老

朽化の著しいプレスブレーキを２月末ごろに更新いたします。  

４番目，ものづくりサマーキャンプですが，これは高校生，高専生を対象に地元

の機械金属業界を知ってもらうこと，人材確保につなげることを目的に実施してお

ります。工場見学とインターンシップを組み合わせて行うものであります。今年度

は７月２９日から３日間と，８月５日から３日間の２回に分けて実施いたします。

昨年度までは対象を旭川市内の高校生，高専生と限定していたのですが，今年度か

らは上川管内の高校約３０校を対象に声をかけております。  

資料の５番の製造業データベース，企業情報の更新を更新します。これは，旭川地

域の機械金属関連企業約１４０社の情報をデータベース化して，市のホームページ

に掲載しているものですが，企業間の受注，発注の促進を目的にしており，多い企

業は，年間１８００回程度の閲覧数があります。閲覧数の多い順に企業を並べると，



上位３位から５位までは，自社のホームページを持っていない企業であり，業界の

情報発信のお手伝いができていると考えております。  

６番の最先端技術習得講習会ですが，１１月には旭川高専のご協力をいただいて

ソリッドワークスの講習会。２月には高等技専の協力をいただきまして，シーケン

ス制御の講習会を実施する予定です。  

最後に７番，令和元年度の当センターの予算ですが，平成２８年度の運営委員会

において今後５年間程度でセンターがすべき事として，人材育成の支援強化と機器

の更新というのを挙げていただいております。その方向性に基づきまして，予算を

措置しております。事業費は，３つに分かれます。施設管理費は，約１２００万円。

これはセンターの建物の維持運営する費用となります。続きまして技術指導行政費，

これは約１０００万円ありますが，人材育成の講習会や開放機械の維持費，試験の

ための消耗品費用等です。設備整備費は，約２９００万円あります。こちらはセン

ターの設備導入のための予算ですが，今年度につきましてはプレスブレーキの更新

がありますので，その費用が入って増額となっております。事務局からは以上です。  

 

（事務局）ただいま令和元年度事業計画概要について事務局から説明ありましたが，

委員の皆さんで何かご意見ご質問ありませんでしょうか。  

 

（委員）近郊の高校にもお声がけをしていると話していた「ものづくりサマーキャ

ンプ」ですが近隣の高校の生徒たちの就職先も旭川が多いのですよね。  

 

（事務局）はい。旭川に就職する生徒が多いと伺っております。  

 

（議長）他にありませんか。では続きまして議事の３番目，使用料，手数料の改定

について事務局お願いします。  

 

（事務局）それでは使用料，手数料の改定についてご説明いたします。資料４をご

覧ください。今回の改定ですが当センターで開放しています機械の使用料，会議室

の使用料，試験の手数料について改定するものです。今回の改定は全庁一斉の改正

で，平成１７年度以来となります。  

新料金は令和２年４月１日から適用となります。資料の１ページをご覧ください。

改定に先立ちまして，旭川市では平成２９年１０月に受益等負担の適正化に向けた

取組指針を改定し，使用料手数料改定のルールを設け，新料金の算定方法を定めて

おります。一つは，直近４年間の決算額を使用してコストを算定すること，さらに

４年を目処に見直しすること，改定料金は改定前の料金の１．５倍を上限として急



激な上昇を抑えることと定めております。  

３ページをご覧ください。こちらは使用料の算定方法についてです。平成２６年

度から２９年度に実際かかった経費を使って算出しました。会議室，貸室につきま

しては，１時間当たり，また，１平米当たりの経費を出しまして，それに面積と時

間をかけて新料金の案を算出しております。  

機械につきましても，消耗品，修繕費，保守費用，管理にかかる人件費など実際

にかかった経費を積み上げて算出しております。その際，機械の購入費用は，含ん

でおりません。これは実際に機械の利用者に，実際にかかる費用を負担していただ

くということで考えております。  

４ページをご覧ください。こちらが手数料の算定方法です。こちらも使用料と同

じように，平成２６年度から２９年度に試験をするにあたって，実際かかった消耗

品や電気代，人件費，それらを積み上げて算出しております。  

５ページをご覧ください。新料金の素案となるものの一覧です。先ほど説明しま

した方法によって算出した額ですが，現行料金の１．５倍を超えたものは１．５倍

を上限にしており，最後に１０円未満の端数が出たものは切り捨てして出した額で

す。  

この表の中列に現行料金，一番右列に改定料金の案と改定率を記載しております。

さらに，算定の結果，１．５倍を超えたもののみ現行料金のすぐ右側に算定額も記

載しております。最終的な案としましては，１番右の列をご覧いただければと思い

ます。   

会議室，視聴覚室，実習室の貸出しにつきましては，午前，午後，夜間，終日の

全部で１２区分の料金設定がありますが，増額が１区分，減額が１１区分となって

おります。  

次に機械使用料は，５１ある貸出し機械のうち，増額が３４，減額が４，廃止が

１３となっております。この廃止につきましては，廃止の前提として需要が全くな

い事。さらに，その上で故障等により使えない機械を今回の見直しで廃止する事と

しております。  

７ページをご覧ください。こちらが当センターで行っております依頼試験の新料

金の素案一覧です。こちらも表の中列に現行料金，１番右列に改定料金の案と改定

率を記載しております。算定の結果が１．５倍を超えたもののみ現行料金のすぐ右

側に算定額も記載しております。試験は全部で２１項目ありますが，増額が１２，

減額が２，廃止が７になります。この廃止につきましても先ほどと同様の理由によ

り廃止といたしました。  

８ページをご覧ください。これは参考として載せておりますが，他の公設の試験

場における機器の使用料の額と今回の改定案，旭川市の改定案も比較した表です。



旭川市の改定案より高い金額設定のものを赤，安いものを青に着色しております。

全体的に赤が多い事から，今回の改定において旭川市の使用料だけ突出して高くな

るものではないという事が分かるかと思います。  

資料９ページをご覧ください。こちらは手数料について他の公設試験場と料金を

比較したものです。こちらも，旭川市の改定案より高い金額設定のものを赤，安い

ものを青に着色しております。今回の改定が旭川市だけ高くなるという事ではない

というのが分かると思います。  

最後に１０ページをご覧ください。この表が今回，旭川市の使用料，手数料の見

直しスケジュールについて示した図です。今回皆様にご説明いたしましたのが，図

の中の①の部分。改定料金の素案の部分です。さらにその右側に附属機関とありま

すのが，当運営委員会の事であり，２回開催する事となっております。さらに運営

委員会の下にパブコメとありますが，今回，全庁一斉に改定しますので，パブリッ

クコメントも同時に行い意見の聴取を行っています。  

２回目の運営委員会は，召集せずに文章による書面会議の方式を取りたいと考え

ております。パブリックコメントの結果を受けまして，料金，改定料金に大きな見

直しがなかった場合には郵送にて結果の報告，見直しがある場合は，郵送にて意見

聴取という事で最終案を作成したいと考えております。事務局からは以上です。  

 

（議長）はい，平成１７年以来の改定という事ですね。ただいま事務局から使用料，

手数料の改定についての説明がありましたが，皆さんから何かご意見ご質問ありま

せんか。  

 

（委員）廃止が非常に多いのが気になります。技術センターに行ったらあるのでは

ないかと思って聞くと「もうありません」というのは過去にあったので。  

困った時にセンターに聞いた場合，対応可能なところを紹介していただければ非

常にありがたいなと思っています。  

 

（事務局）センターにないから支援終了ではなく，橋渡しすることもセンターの重

要な役割と考えており，そういう機関でありたいと常々思っております。皆さんか

らお問い合わせがあった時にうちで対応できなくても他の機関をご紹介できるとい

うような体制は整えておりますのでお気軽にお問い合わせください。  

 

（議長）貴重なご意見ありがとうございます。他公設試との関係がわかるこの資料

は非常にわかりやすくていいと思います。決して旭川市だけが高いとう事もないな

とわかりました。むしろ安く良心的な価格改定なのかなという気がしました。  



他になにかご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

（委員）はい。  

 

（議長）それでは続きまして，議事の４番目，プレスブレーキの更新について事務

局お願いします。  

 

（事務局）それではプレスブレーキの更新についてご説明いたします。資料５をご

覧下さい。この機械の更新については，公益財団法人ＪＫＡが公設試験場を支援す

る補助金であります，機械振興補助事業を活用して導入するものです。事業費が２，

８０５万円。このうち３分の２をＪＫＡの補助金で賄える予定です。  

次にプレスブレーキの概要ですが，当センターの現行機は導入から３０年以上経

っており曲げる能力，曲げる事ができる幅が不足していること，さらには曲げ角度

に誤差が出ており，利用される方々の求める精度に達していないという問題があり

ました。  

今回更新する事で２９年度に更新済みのレーザ加工機に加えて，金属加工におけ

る一次加工，｢切る｣，｢曲げる｣ことが当センター内で完結する環境を整える事がで

きると考えております。さらに導入のメリットとしては，試し曲げという長い場合

で１時間ぐらいかかる事前調整の工程が不要になり，熟練の技術が必要な曲げる箇

所の順番決めなども全部機械が自動で行います。また，安全装置が付き，事故のリ

スクが大幅に減るというメリットがあります。  

さらに，最大のメリットとしてレーザ加工機と連携させることで，プレスブレー

キで加工をする前のレーザ加工機で切る段階で曲げる事も考えて切れるというもの

です。  

最後に資料の３番目ですが，プレスブレーキは貸出機の中ではレーザ加工機に続

いて２番目に利用件数が多い機械ですので，今回の方針において業界のお手伝いが

できる環境がさらに整っていくと考えております。事務局からは，以上です。  

 

（議長）ただいまプレスブレーキの更新について事務局の説明がありましたが，何

かご意見ご質問ありませんでしょうか。大きなメリットとして説明された２９年に

導入したレーザ加工機と連動できるというとこは，レーザと同じメーカーなのです

ね。  

 

（事務局）はい。同じメーカーで予定しております。  

 



（委員）違うメーカーを持ってくるのは無理なのですか。  

 

（事務局）違うメーカーのものを持ってくると間に挟むソフトが複数必要になり，

結局，利用者の方のメリットにならないことになります。手間が増えるだけですの

で，同じメーカーと考えています。  

 

（議長）何かご意見ご質問おりませんか。よろしいですか。  

 

（委員）はい。  

 

（議長）それでは議事については以上で終わりですが，皆さんの中で何か議事をお

持ちの方おりませんか。よろしいでしょうか。  

 

（委員）大丈夫です。  

 

（議長）それでは以上をもって議事を終了いたします。  

 

（杉山）佐々木会長，そして委員の皆様ありがとうございました。以上をもちまし

て，令和元年度第１回旭川市工業技術センター運営委員会を終了させていただきま

す。本日は誠にありがとうございました。  

 

 

 

 

 


