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開会 午前１０時０１分 

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

○林委員長 開会いたします。本日、杉山委員よりおくれる旨の届け出をいただいております。 

議事に入ります。１、令和２年第１回定例会提出議案について、議案第１号、第３号、第１２号、

第１３号、第３１号、第３２号、第３３号、報告第２号の以上８件について、理事者から説明を願

います。 

経済部長。 

○品田経済部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、経済部所管分につきま

して御説明申し上げます。補正予算書１８ページの歳入、１９款１項６目、商工費寄附金でござい

ます。ふるさと納税や企業からの寄附金の収入が増加したことに伴い、デザイン振興基金寄附金６

２５万９千円、まちなか活性化事業基金寄附金１千５４８万２千円、産業振興基金寄附金９３１万

２千円を補正しようとするものでございます。続きまして、補正予算書２４ページ、歳出でござい

ます。中段、７款１項をごらんください。歳入の補正に伴いまして、１目商業振興費、まちなか活

性化事業基金積立金１千５４８万２千円、２目工業振興費、デザイン振興基金積立金６２５万９千

円、産業振興基金積立金９３１万２千円をそれぞれ歳入と同額、補正しようとするものでございま

す。続いて、補正予算書１９ページの歳入でございます。下段の２２款４項４目、商工費貸付金元

利収入で、元利収入４億６千３４６万７千円でございます。動物園通り産業団地の分譲が当初の見

込みを上回ったことに伴いまして、動物園通り産業団地開発事業貸付金の返還額が増加するため、

補正しようとするものでございます。 

議案第３号、令和元年度旭川市動物園事業特別会計補正予算につきまして、御説明いたします。

補正予算書３２ページの歳入をごらんください。３款２項１目、利子及び配当金２２万円、４款１

項１目、寄附金２億６千４２６万円でございます。ふるさと納税や企業からの旭山動物園施設整備

基金への寄附金及び利子収入が増加したことに伴い、補正しようとするものでございます。下段の

歳出をごらんください。１款１項１目、総務管理費、旭山動物園施設整備基金積立金におきまして、

歳入の補正に伴い同額を補正しようとするものでございます。次に、補正予算書の１０ページにな

ります。第２表にお示しをいたしました債務負担行為につきましては、いずれも本年度中に契約事

務を行う必要があることから、補正しようとするものでございます。園内業務委託料につきまして

は、期間は令和２年度から令和３年度、限度額を１億９千６２６万２千円、展示館案内誘導業務委

託料につきましては、期間は令和２年度から令和３年度、限度額を４千９２４万７千円、えぞひぐ

ま館（仮称）新築設備切替工事費につきましては、期間は令和２年度、限度額を１千万円、令和２

年度分旭山動物園維持管理業務等委託料につきましては、期間は令和２年度、限度額を３千８６６

万３千円とするものでございます。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○林委員長 観光スポーツ交流部長。 

○三宅観光スポーツ交流部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、観光スポ

ーツ交流部所管分につきまして御説明申し上げます。補正予算書１８ページ、歳入でございます。

１９款１項２目、国際交流活動基金寄附金３千万円、カムイスキーリンクス施設整備基金寄附金１

千５２１万円、１９ページ１段目の９目スポーツ振興基金寄附金２千２２９万円でございますが、

これらはいずれもふるさと納税による寄附金がふえたことに伴い補正しようとするものであります。 
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次に２１ページ、歳出でございます。２款１項１目、国際交流活動基金積立金３千万円、１０目

カムイスキーリンクス施設整備基金積立金１千５２１万円、次に２５ページ、１０款６項１目、ス

ポーツ振興基金積立金２千２２９万円でございますが、いずれも寄附金の増加に伴い、歳入と同額

を積み立てるため、補正しようとするものでございます。 

戻りますが、補正予算書５ページをごらんください。債務負担行為補正の下から４段目、旭川市

東地区体育センター指定管理料についてでございますが、旭川市東地区体育センターの指定管理業

務について、令和２年４月１日から５年間の複数年契約で行うため、５千８４３万１千円を限度額

として債務負担行為を設定しようとするものでございます。次に下から３段目、旭川大雪アリーナ

指定管理委託料についてでございますが、旭川市旭川大雪アリーナの指定管理業務について、令和

２年４月１日から５年間の複数年契約で行うため、８億８０６万４千円を限度額として債務負担行

為を設定しようとするものであります。以上が、一般会計補正予算における部所管分でございます。 

続きまして、指定管理者の指定２件について御説明申し上げます。議案書、議案第３１号及び第

３２号でございます。いずれも地方自治法第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、議会の議決を経ようとするものでございます。議案第３１号につきましては、

旭川市東地区体育センターの指定管理者に旭川市東地区体育センター運営委員会、議案第３２号に

つきましては、旭川大雪アリーナの指定管理者に株式会社旭川振興公社を指定しようとするもので

あります。両施設とも令和２年４月１日から令和７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、選定の方法につきましては、旭川市地区体育センター条例、旭川市旭川大雪ア

リーナ条例の規定に基づき、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、

選定したところであります。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○林委員長 農政部長。 

○新野農政部長 議案第１号、令和元年度一般会計補正予算のうち、農政部所管分につきまして御

説明申し上げます。補正予算書２３ページでございます。初めに、歳出の６款農林水産業費、１項

農業費、２目農業振興費、農業次世代人材投資事業費でありますが、経営が不安定な新規就農者の

所得を確保し、就農意欲の喚起と就農後の早期経営安定を目的に、新規就農者に対して経営開始後

最長５年間、年間最大１５０万円を交付する制度でございます。今回、新たに１名が令和２年３月

に交付要件を満たし、本年度の下期分及び来年度上期分を繰り上げ交付することから、合わせて１

５０万円の補正を行うものであります。なお、財源につきましては、国から北海道を経由した補助

金により全額特定財源となってございます。 

次に、６款１項２目、経営体育成強化支援費２千７８２万８千円でございます。本事業は、経営

発展に意欲的に取り組む地域の担い手である経営体が、融資機関からの融資を活用し、農業用機

械・施設の導入等の事業を行う場合において、当該事業に係る経費から融資等の額を除いた自己負

担部分、かつ事業ごとに定められた補助率以内で補助金を交付するものでございます。今回、国の

令和元年度補正予算による担い手確保経営強化支援事業の要望調査を行ったところ、３地区３経営

体から要望があり、これに対する補助金額として２千７２０万６千円の補正を行うものでございま

す。財源につきましては、国から北海道を経由した補助金によりますので、全額特定財源となって

ございます。なお、本事業につきましては年度内の執行が困難なため、４ページの第２表、繰越明

許費補正、６款農林水産業費、１項農業費２千７２０万６千円を令和２年度に繰り越しして執行し
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ようとするものであります。また、過去に実施した事業において取得した機械等の財産について、

補助を受けた農業者が財産処分制限期間内に離農したことから、補助金の一部返還が生じ、６２万

２千円の補正を行うものでございます。財源につきましては、対象者からの返還金をそのまま北海

道へ返還するため、全額特定財源となっております。 

次に、６款１項２目、機構集積協力金交付事業費１３８万円でございます。本事業は、農業リタ

イア、経営転換により、一部の農業部門を廃止する農業者や、農地の相続人で農業経営を行わない

者が、農地中間管理機構へ農地を１０年以上貸し付けた場合に、農地面積に応じて協力金を交付す

る制度でございます。今回、過年度の事業において、１０年が経過する前に農地の賃貸借契約を解

約し、売買したことにより、全額返還が生じたものでございます。なお、財源につきましては、対

象者からの返還金をそのまま北海道へ返還するため、全額特定財源となってございます。 

次に２４ページの歳出、６款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、２１世紀の森施設基

金積立金でありますが、本案は、ふるさと納税の寄附金の増加により、基金への積立金として２千

５００万円を追加しようとするものでございます。 

次に、５ページの第３表、債務負担行為補正の追加分をごらんください。下から２段目、旭川市

営牧場指定管理料でございますが、旭川市営牧場の指定管理期間が今年度末をもって終了いたしま

す。このため、令和２年度から令和６年度まで更新したいと考えており、５年間の指定管理料の限

度額を１億１千１０７万６千円に定めようとするものでございます。次に、６ページの下段にあり

ます令和２年度分施設維持管理業務等委託料の限度額８億５千８３７万６千円のうち、農政部所管

分といたしましては、３事業で限度額の合計が１千７４４万４千円となってございます。いずれも

今年度中に契約する必要がありますことから、債務負担行為の設定をしようとするものであります。

以上、農政部所管に係る一般会計補正予算の説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第３３号の指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。地方自治法第

２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設である旭川市営牧場の指定管理者の指定に関し、議

会の議決を経ようとするものでございます。指定管理者の候補者の選定経過では、１団体からの応

募があり、令和元年１２月２４日に指定管理者選定委員会を開催し、候補者として江丹別産業・江

丹別ファーム指定管理者グループを選定いたしました。指定期間につきましては、令和２年４月１

日から令和７年３月３１日までの期間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。 

○林委員長 学校教育部長。 

○山川学校教育部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、学校教育部所管分

につきまして御説明申し上げます。今回の補正内容につきましては３点ございまして、１点目は、

国の令和元年度一般会計補正予算により、新たに国庫補助金の交付決定が見込まれることから、令

和２年度以降に予定しております事業の一部を令和元年度予算に計上しようとするものでございま

す。２点目は、年度内に事業が完了しないことにより、令和２年度に繰り越すもの、３点目は、令

和２年４月１日からの業務の履行を開始する必要があることから、令和元年度中に契約を締結する

ための債務負担行為の設定によるものでございます。 

初めに歳出でございます。補正予算書の２４ページをごらんください。下段にあります１０款１

項２目、事務局費の学校ＩＣＴ環境整備費、補正額１０億３千３６８万５千円につきましては、本

年１月に政府の補正予算案が国会において成立され、ＧＩＧＡスクール構想の実現のため、令和２
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年度までに集中的に回線増強を行うとともに、児童生徒１人１台端末の学習環境を一体的に整備す

るための所要経費が盛り込まれたところでございます。このことに伴いまして、１人１台端末及び

高速大容量の情報通信ネットワークを一体的に整備するため、学校ＩＣＴ環境整備事業を立ち上げ

ることといたしました。ともに国の補助を活用しながら、情報通信ネットワーク整備につきまして

は令和２年度までに、端末整備につきましては令和５年度までに完了するよう進めていくものでご

ざいます。補正予算につきましては、国の補正予算に盛り込まれた公立学校情報通信ネットワーク

環境施設整備費補助金を活用しまして、市内小中学校の校内通信ネットワークの整備を令和元年度

予算に前倒しして計上しようとするものでございます。なお、今回補正する事業費につきましては、

繰越明許費として全額を令和２年度に繰り越し、令和２年度に事業を実施しようとするものでござ

います。 

次に、２５ページに移りまして、同じく１０款２項小学校費、３目維持修繕費の一番上の段、学

校施設大規模改修費、補正額６億６千９８４万円及び２つ下の段、３項中学校費、３目維持修繕費

の学校施設大規模改修費、補正額３千３２０万円につきましては、国の補正予算に盛り込まれた学

校施設環境改善交付金を活用しまして、大有小学校及び緑新小学校暖房設備改修工事、神居東小学

校トイレ改修工事、向陵小学校ほか小学校１２本、中学校２本、合計１４本のアスベスト煙突改修

工事を令和元年度予算に前倒しして計上しようとするものでございます。なお、この事業費につき

ましても、繰越明許費として全額を令和２年度に繰り越し、令和２年度に事業を実施しようとする

ものでございます。 

次に、同じく２５ページ、１０款２項４目、学校建設費の東栄小学校増改築費、補正額１６億３

３０万４千円につきましても、国の補正予算に盛り込まれた学校施設環境改善交付金を活用しまし

て、東栄小学校校舎改築工事及び屋体改築工事を令和元年度予算に前倒しして計上しようとするも

のでございます。なお、この事業費につきましても、繰越明許費として全額を令和２年度に繰り越

し、令和２年度に事業実施しようとするものでございます。 

次に、一番下の段、１０款６項保健体育費、２目学校給食共同調理所費の東旭川学校給食共同調

理所改築費、補正額４千６７０万円につきましても、国の補正予算に盛り込まれた学校施設環境改

善交付金を活用しまして、旧東旭川学校給食共同調理所解体工事を令和元年度予算に前倒しして計

上しようとするものでございます。なお、この事業費につきましても、繰越明許費として全額を令

和２年度に繰り越し、令和２年度に事業実施しようとするものでございます。 

次に、歳入でございます。補正予算書の１７ページをごらんください。先ほど御説明した国の補

正予算関連の事業実施により、１６款２項６目、教育費国庫補助金、１０節学校建築費補助金に３

億２千４９０万円、１１節学校施設環境改善交付金に２億２６９万５千円、１３節公立学校情報通

信ネットワーク環境施設整備費補助金に５億１千６８４万２千円を追加するとともに、補正予算書

２０ページの一番下、２３款１項８目、教育債、１節学校教育施設等整備事業債に２３億３千３９

０万円を追加するものであります。 

また、７ページに戻りますが、第４表、地方債補正の変更分の表の一番下の段、学校教育施設等

整備事業につきましては、市債の補正に伴い、限度額を引き上げようとするものでございます。 

次に、繰越明許費でございます。補正予算書４ページ、第２表、繰越明許費補正追加分をごらん

ください。１０款１項教育総務費、学校ＩＣＴ環境整備費１０億３千３６８万５千円、２項小学校
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費、学校施設大規模改修費６億６千９８４万円、東栄小学校増改築費１６億３３０万４千円、３項

中学校費、学校施設大規模改修費３千３２０万円及び６項保健体育費、東旭川学校給食共同調理所

改築費４千６７０万円につきましては、今回補正する事業費の全額を繰越明許費として、令和２年

度に繰り越ししようとするものでございます。 

最後に、債務負担行為でございます。補正予算書６ページ、第３表、債務負担行為補正追加分を

ごらんください。学校教育部所管分といたしましては、表の上から２つ目、３つ目の小学校共通教

材ソフトウェアライセンス使用料、期間令和２年度、限度額９６５万３千円と、その下の中学校教

育教材ソフトウェアライセンス使用料、期間令和２年度、限度額４７３万６千円、表の一番下の令

和２年度分施設維持管理業務等委託料、限度額８億５千８３７万６千円のうち、学校教育部所管分

として３千１９５万１千円がございます。いずれも、令和２年４月１日から業務の履行を開始する

必要があることから、令和元年度中に契約を締結するために債務負担行為を設定しようとするもの

であります。議案第１号、補正予算につきましては以上でございます。 

続きまして、議案第１２号、旭川市学校給食共同調理所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。現在、本条例においては、東旭川学校給食センターのほか、学校に

付置し、他校の給食も合わせて調理する２０施設を共同調理所として定めているところでございま

す。このうち５カ所の共同調理所が給食を提供している中学校５校について、本年４月より、東旭

川学校給食センターからの給食提供を開始することとしており、本案につきましては、これに伴い、

当該中学校の給食を提供していた東栄小学校、東光小学校、永山南小学校、愛宕東小学校及び共栄

小学校共同調理所を廃止しようとするもので、施行日は令和２年４月１日としております。なお、

当該５つの共同調理所につきましては、今後単独調理校として自校の給食調理を行います。また、

本条例については、道教委の令和２年度に向けた人事作業スケジュールの関係により、補正予算に

あわせて御審議をいただくものでございます。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○林委員長 社会教育部長。 

○大鷹社会教育部長 議案第１号、令和２年度旭川市一般会計補正予算のうち、社会教育部所管に

つきまして御説明いたします。補正予算書の２５ページをごらんください。歳出の１０款教育費、

５項社会教育費、１目社会教育総務費の文化芸術振興基金積立金、補正額８６０万円につきまして

は、個人や文化活動団体間の寄附のほか、ふるさと納税による寄附があり、その総額が当初の見込

みを上回りましたことから、補正しようとするものでございます。その財源といたしましては、１

９ページとなりますが、歳入の１９款寄附金、１項寄附金、９目教育費寄附金、２節文化芸術振興

基金寄附金で同額を補正しようとするものでございます。 

続きまして、債務負担行為の補正の追加分について御説明いたします。補正予算書の６ページを

ごらんください。３行目の旭川市西神楽公民館指定管理料についてですが、令和２年度から５カ年

を期間とし、６千２８７万４千円を限度額とする債務負担行為の設定を行おうとするものでござい

ます。続きまして、その下の旭川市科学館ドームシアターコンテンツ上映権賃借料についてでござ

いますが、令和２年度から２カ年を期間として４１７万円を限度額とする債務負担行為の設定を行

おうとするものでございます。以上が、社会教育部の所管する補正予算の概要でございます。 

次に、議案第１３号、指定管理者の指定について提案理由を御説明申し上げます。本件につきま

しては、地方自治法第２２４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、
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議会の議決を得ようとするものでございます。西神楽公民館に係る指定管理者につきましては、旭

川市公民館条例の規定に基づき、公募によることなく選定することとし、西神楽地域の４市民委員

会及び同地域で活動するＮＰＯ法人などにより構成される合同組織である西神楽まちづくり委員会

から、事業計画書等の提出を求め審査を行いました結果、要件を備えておりましたことから、引き

続き指定管理者に指定し、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間、その管理を行

わせようとするものでございます。 

次に、報告第２号の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、平成３１年４月

１１日午前１１時ごろ、ＪＲ旭川駅構内において、本市が設置し管理する彫刻作品「繋がれたアー

チ」と柵の間を相手方が通り抜けようとしたところ、床に設置してあるキャプション、作品タイト

ル板につまずき、転倒したものでございます。今回の事故は、本市の作品管理上の瑕疵を認める一

方で、相手方にも危険回避注意義務の点について過失があるため、過失割合を損害額の２割とし、

その賠償額を４万３千９７４円と定め、本年２月４日に専決処分させていただいたものでございま

す。なお、今後につきましては、さらに作品設置に対する安全管理の徹底を図ってまいりたいと考

えてございます。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。以上でご

ざいます。 

○林委員長 ここで、発言の有無を確認いたします。委員の皆様から御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○林委員長 次に移ります。続いて、報告事項について、まず、令和２年第１回定例会提出議案に

かかわる事項について、理事者から報告を願います。 

学校教育部長。 

○山川学校教育部長 報告第１号、専決処分の報告につきまして、総務常任委員会の所管ではあり

ますが、本常任委員会にかかわりがありますので御説明申し上げます。本件は、庁用自動車による

交通事故にかかわるものでございまして、昨年１２月２３日、市内末広１条９丁目において、学校

教育部職員が運転する庁用の小型貨物車が、駐車中の相手方の軽貨物車に接触し、相手方の車両に

損害を与えたものでございます。過失の割合は市が１００％でございまして、その損害賠償の額を

１５万１千７８６円と定め、２月３日に専決処分をさせていただいたものであります。交通安全に

つきましては、日ごろから職員に対して注意を喚起しているところでございますが、今後も一層の

周知徹底を図り、交通事故防止に努めてまいります。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○林委員長 委員の皆さんから御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○林委員長 次に、提出議案以外の事項について、理事者から順次、報告を願います。 

観光スポーツ交流部長。 

○三宅観光スポーツ交流部長 お手元に資料を配付させていただいております。第６１回旭川冬ま

つりの開催結果につきまして御報告申し上げます。第６１回旭川冬まつりは、２月６日木曜日から

１１日火曜日までの６日間開催いたしました。新型コロナウイルスの影響により、人混みや外出を

控える傾向が強かったことに加え、最低気温が連日マイナス２０度前後となる厳しい冷え込みなど

により、来場者数が伸び悩み、観客動員数は７０万５千人で、前回に比べて２７万８千人、率にし

て２８．８％の減少となりました。会場では、本年が東京オリンピック・パラリンピックの開催や
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旭川市開村１３０年となる記念の年であることを踏まえ、未来に向かって歩みを進めるあさっぴー

を多くの人々が応援する様子をデザインした大雪像のほか、中国ハルビン市との友好都市提携２５

周年を記念したバルコニー雪像など、雪に親しみ冬を楽しむ会場をつくり上げました。また、会場

入り口の堤防上をイルミネーションで彩り、地域のグルメなどを集めた冬マルシェ、夜間には大雪

像をバックにしたプロジェクションマッピングと花火のショーなど、さまざまな催しも行い、多く

の市民や観光客の皆さんに楽しんでいただいたところでございます。イベントの開催に当たりまし

ては、陸上自衛隊第２師団を初め、協賛企業、ボランティアの皆様、そして実行委員会の役員とし

て、経済文教常任委員会委員の皆様など、多くの関係する皆様に御支援、御協力いただきましたこ

とに改めて感謝申し上げます。今後とも冬まつりの内容の充実を図りながら、国内外に本市の冬の

魅力を発信してまいりたいと思います。以上でございます。大変ありがとうございました。 

○林委員長 社会教育部長。 

○大鷹社会教育部長 アイヌ政策推進交付金の申請につきまして、本市におけるアイヌ施策に関す

る５年間の計画を作成し、国の認定申請を行ったところでありますので、御報告いたします。資料

のほうをごらんください。まず、国のアイヌ政策推進交付金の概要についてでございます。昨年５

月にアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律、通称アイヌ

施策推進法が施行され、文化振興や福祉施策に限らず、地域振興、産業振興や観光振興などの施策

を含む市町村の取り組みを支援する交付金制度が創設されました。交付率が１０分の８と財政的に

手厚いこの交付金を申請するためには、２つの計画、アイヌ施策推進地域計画とアイヌ政策推進交

付金事業計画の作成が必要になります。地域計画は５年間の計画であり、令和２年度から令和６年

度までが計画期間となります。事業計画については、その地域計画が内閣総理大臣の認定を受けた

後に、令和２年度の１年間に関するものという形になります。昨年より、国の担当である内閣府と

随時協議を重ねながら作成作業を進めてきたものでございますが、２月１３日付けで内閣に対して

地域計画を提出し，認定の申請を行ったところでございます。 

次に、地域計画の概要について御説明いたします。全市的なアイヌ施策のあり方を検討するに当

たり、アイヌ施策推進法において、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会の実現を目的と規定しており、市としての目標として、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重

される地域社会の実現を設定いたしました。また、アイヌ施策推進法は、さまざまな観点からのア

イヌ文化によるまちづくりを支援する趣旨でございますので、アイヌ文化を生かすまちづくりの展

開による、魅力と活力ある地域社会の形成を全市的な観点から施策を推進するに当たっての目標と

しているところでございます。次のページをごらんください。（２）で、アイヌ文化の理解の促進

とアイヌ文化の保存と伝承、そしてアイヌ文化を生かした産業や観光の振興という３つの基本方針

を設定し、その基本方針に基づく施策の方向として、理解の促進のための環境づくり、保存と伝承

のための拠点施設の充実や伝承者の生活の安定、産業や観光の振興のための情報発信やにぎわいと

交流の創出といった方向性を設定しております。 

（３）でございます。交付金の認定を受けた場合に、計画期間の５年間のうちに実施することを

計画している事業を担当課ごとに列記したものでございます。地域計画の要件といたしまして、計

画期間内の総事業費を記載しなければならないことから、個々の事業の令和２年度から令和６年度

までの見込み額を挙げる形式となってございます。これらのうち、新規事業に関して申し上げます
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と、まず、博物館の展示や機能の充実を図るため、博物館事業の２番目、収蔵アイヌ資料の整備推

進、５番目、体験学習に使用できる民族資料のレプリカの作成、６番目、小中学校アイヌ学習プロ

グラムの推進、一番下の外国語版を含むガイドブックの作成などの情報発信に取り組むことを計画

しております。あわせて、本市には日本最古のアイヌ博物館と言われている民間のアイヌ文化施設

がありますので、次の３ページの上のほうになりますけれども、文化振興課所管である５事業のと

おり、フリーペーパーの制作、ブランド商品の開発に向けた調査研究、施設本体の整備、夏期の夜

間開館、文化ガイドの人材育成といった共同事業に取り組んでまいりたいと考えてございます。こ

のほか、地域振興部、福祉保険部、観光スポーツ交流部においても、計画期間内における新規事業

が計画されており、全市的にアイヌ文化を生かすまちづくりを進めていくこととしております。 

全体事業費でございますが、次の４ページの（４）となります。計画している事業の令和２年度

の事業費は４千６２７万８千円であり、令和２年度から令和６年度までの５年間の総事業費は、４

億５千６９３万円、地域の負担は、その２割の９千１３８万６千円となっております。この事業費

につきましては、現時点では予算規模を判断することが難しい事業もあり、また、今後の検討課題

となっている事業も多くありますので、あくまでも現時点での見込みと捉えており、５年間の計画

でありますが、期間内に随時の見直しが必要と考えているところでございます。この地域計画につ

きましては、地域のアイヌ団体との意見交換により内容を検討したものであり、アイヌの方々の意

見を踏まえ、その主体性を尊重した事業を行ってございます。今後につきましても、計画にある事

業のほとんどが、実施に当たってアイヌの方々との調整が必要となりますので、市としては引き続

き、アイヌの方々と定期的な意見交換を実施し、事業の円滑な実施を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。以上でございます。 

○林委員長 ここで発言の有無を確認いたします。委員の皆様から御発言ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○林委員長 それでは、本日の議事は全て終了となりますので、ここで散会いたします。 

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

散会 午前１０時３５分 

 

 


