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開会 午後１時０２分

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

○林委員長 それでは開会いたします。本日、欠席、おくれる旨の届け出はございません。

早速、議事に入っていきたいと思います。１、商工業、観光、農林畜産業、学校及び社会教育に

関する事項について、（１）から（４）まで理事者から報告を願いたいと思います。

社会教育部長。

○大鷹社会教育部長 それでは、（１）から（４）まで４件の報告がございますので、順次、報告

させていただきます。

まず、１件目でございます。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でござい

ますが、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

連がございますので御報告いたします。経済文教常任委員会が所管する使用料・手数料は、経済部、

観光スポーツ交流部、農政部、社会教育部、農業委員会事務局が関連する部局になりますが、本日

は全体概要でございますので、関連部局を代表いたしまして社会教育部から報告させていただきま

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、４月２４日から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、（１）意見提出手続におきまして、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につきましては、別紙として資料の２枚目、３枚目に添付しているところでご

ざいます。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でございますが、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

な内容ではありませんが、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。

次に、また資料の１枚目に戻っていただきまして、（２）市民説明会などについてでございます。

市民説明会等は、全体説明会や個別説明会、利用者・関係団体への説明会、附属機関などに合計８

４回開催し、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

なるが仕方がないなどの容認、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が多いという結果を踏まえまして、見直し案については、

おおむね市民の理解を得られていると捉えているところでございまして、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としたいというふうに考えているところでございます。

現在は、それぞれの附属機関等におきまして、所管の使用料・手数料について、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まして、料金改定の最終案を取りまとめ、

５月の本委員会でも報告しておりますが、９月の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。この件については以上でございます。

続きまして、地域集会施設の活用に関する取り組みにつきまして、この件につきましても総務常
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任委員会所管の案件でございますが、施設所管部として関連がありますので、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結果を報告させていただきます。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、

４月２４日から６月１４日までの期間で実施し、９人から１３件の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枚目以降となっているところでございます。

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、町内会などを対象とした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などの

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ございます。

次に、２の市民説明会につきましては、これも５月７日から６月６日までの日程で全市的な使用

料・手数料の見直しとあ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

など計２６回の説明会を開催いたしました。参加者は延べ３５６人、１３２件の意見、質問がござ

いました。説明会における意見、質問の主な内容につきましては、資料に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設定の考え方、施設では施設の老朽化や存続、運用面では公民館の利

用状況や休館日の設定、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御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、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の審議を経て８月中旬を目途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、第３回定例会に条例改正案を提案し、新年

度の４月からの実施を目指し、取り組みを進めていきたいと考えております。この件については以

上でございます。

次に、３件目でございます。文化芸術団体の活動等に関するアンケート調査の結果について御報

告申し上げます。資料の１ページ目をごらんください。このアンケート調査は、文化芸術団体の活

動状況や現在の課題などを把握することで、平成２７年度に策定した旭川市文化芸術振興基本計画

に基づく各施策を効果的に推進していくための検討を進めていくことを目的として、本年２月１４

日から３月８日まで実施したものであります。市内の社会教育施設の利用団体、教育委員会の補助

や名義後援を受けている団体など３４９団体に回答を依頼し、１８６団体から調査票の提出があり

ました。回答率は５３．３％となっております。アンケート項目は大まかに２種類とし、質問１は

団体の概要に関するもので８問、質問２は団体活動における課題等に関するもので１２問としてい

るところでございます。質問２については、市に対する要望についての項目も備えております。

アンケート結果につきましては、１ページから２ページにかけて調査結果の考察として要約し、

３ページ以降が個々の設問の集計結果となってございます。

まず、５ページでございますけれども、団体の会員の平均年齢は、６０代、７０代、８０代以上

が合わせて７０％となっておりまして、高齢化が顕著であることが確認できました。一方で、９ペ
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ージでございますが、過半数の団体が週１回以上の活動をしておりまして、８ページのとおり、公

民館や地区・住民センター等の地域の身近な施設を主に利用しながら、団体の活動が行われている

ことがわかりました。団体の課題につきましては、１１ページでございますが、多くの団体が会員

の確保・拡大や高齢化に伴う後継者不足を課題として掲げております。しかしながら、１３ページ

にありますとおり、若い世代の担い手の増加・育成に向けた取組については、多くの団体が特に行

っていないという回答でございました。団体の活動活発化のため、市に求める支援に関しましては、

１ページめくっていただきまして１２ページでございますが、活動場所の確保が最も多く、続いて

資金的援助、施設の整備となっているところでございます。このうち、活動場所に関しましては、

さらに希望を調査してございまして、１９ページでございますが、施設の備品や設備の整備・充実、

利用可能な施設についての情報提供、市有施設の利用手続きの簡素化についての要望が多く挙げら

れました。また、１４ページでございますけれども、若い世代の増加・育成を進めるため、市に求

める支援に関しましては、学校教育と連携するための橋渡し、若い世代に活動や成果を見てもらえ

る場の提供という部分が多く、さらには１８ページのとおり、団体の活動の情報発信のための支援

に関しては、チラシ・ポスター等設置場所の充実や、市や教育委員会のホームページへの活動情報

掲載が多くなっております。

以上のアンケート調査の結果を踏まえまして、教育委員会では、市有施設の効率的な活用などに

向けて、市長部局とも連携しながら、要望の多かった活動場所の確保、若い世代への働きかけ、情

報発信などに向けた取り組みについて、今後さらに検討してまいりたいと考えております。この件

については以上でございます。

最後に４件目といたしまして、旭川市民文化会館に関するアンケート調査の結果について御報告

申し上げます。この調査は、旭川市民文化会館の利用に関する意識を把握し、整備の方向性につい

て、市民や利用者の十分な理解のもとで一緒に検討することが必要であることから、本年２月１４

日から３月８日までに市民文化団体等を対象として行ったものであります。４７７の団体等にアン

ケートを送付したところ、回答は２５８件、回収率５４．１％となっております。

調査の結果でございますが、まずは４ページをごらんください。利用に関する意識といたしまし

ては、文化会館利用者の総合的な満足度として、満足、やや満足を合わせますと２７％、普通が４

１％、やや不満と不満を合わせますと３２％となっているところでございます。満足、よいところ

の理由といたしましては、立地（交通の便）、施設の規模などが多くなっておりまして、不満、悪

いところといたしましては、駐車場、トイレなどが多くなっているところでございます。

次に、７ページをごらんください。文化会館の整備の方向性につきまして、あくまでも参考でご

ざいますけれども、大規模改修と建てかえにつきまして、想定使用年数、工事費用、休館期間を示

した中で、どのような整備手法がよいか尋ねましたところ、大規模改修が３５％、建てかえが３

４％とほぼ同数となっており、必要ないが６％、わからないが２５％となっているところでありま

す。現時点では、大規模改修と建てかえのどちらかについて明確な数字にはなっていないところで

ありました。

今後の取り組みといたしましては、このアンケートで明らかになった不満足な点や重視すべき点

などで回答が多かった項目を参考に、必要な改善を図っていくとともに、それらを踏まえて方向性

を検討してまいります。なお、アンケートでは、今後の整備の方向性についてわからないと回答し



- 4 -

た方が２５％となっており、判断するには情報が不足しているとの意見もありましたことから、今

後は積極的に文化会館の状況について情報を発信する必要があると考えております。今回の結果は、

市のホームページで公表いたしますが、今後もさまざまな方法で情報を発信し、市民の関心を高め

る取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

○林委員長 発言の有無を確認したいと思います。何か発言はありますでしょうか。

（「なし」の声あり）

続きまして、（５）旭川市水原市姉妹都市提携３０周年記念事業について、理事者から報告願い

たいと思います。

観光スポーツ交流部長。

○三宅観光スポーツ交流部長 旭川市水原市姉妹都市提携３０周年記念事業につきまして御報告申

し上げます。本市では、平成元年１０月１７日に大韓民国水原市と姉妹都市の提携を行い、以来、

代表団の相互訪問を初め、文化、スポーツ、青少年など幅広い分野での交流を重ね、記念事業につ

きましては、５年ごとに本市と水原市で交互に開催しております。提携３０周年の節目を迎える本

年につきましては、本市の夏の一大イベントである旭川夏まつりに合わせて、水原市長や水原市議

会議長を初めとする代表団や関係団体をお迎えし、記念式典、祝賀会などの記念事業の開催を予定

し、これまで準備を進めてまいりました。こうした中、今月、７月１１日、水原市担当部署から昨

今の日韓関係の悪化を背景として、水原市として本市への代表団派遣を取りやめる結論に至ったた

め、水原市ヨム市長より西川市長に直接電話でその旨を報告したいと第一報が入りました。翌７月

１２日には、事務レベルで水原市担当部署へ代表団を予定どおり派遣するよう再考を求めつつ調整

を図りましたが、最終的に、７月１７日に水原市長と西川市長の電話会談において、水原市長より、

両国間で起こった予想外の状況や、自身が７月１日より韓国内の自治体で構成される市長会の会長

となったことなどを踏まえ、このたびの訪問を見合わせざるを得なく、大変申しわけないが御了承

願いたいとの報告があり、同じ内容の文書も同時に受けたところでございます。このことを受けて、

一昨日、７月２２日、市や関係団体で設立した３０周年記念事業の実行委員会の臨時総会を緊急で

開催し、当初予定していた記念式典などは中止とし、それ以外の開催が可能な取り組みについて実

施することとしたところでございます。なお、水原市代表団の今後改めての来旭や記念式典の開催

などについては、現時点では実施できる見通しとはなっておりません。今後、水原市側とも協議し

ながら検討したいと考えております。

改めまして、今後の対応状況は配付資料にお示しさせていただいたとおりでございます。網掛け

にしておりますのが、来旭を取りやめた関係者、そしてまた実施を取りやめた取り組みでございま

す。今回、実施する事業の内容といたしましては、文化訪問団による旭川夏まつり開会式、大雪さ

んろくまつり、烈夏七夕まつりでの伝統芸能の披露のほか、姉妹都市提携３０年の歩みなどを紹介

するパネル展の開催、これを予定どおり行います。なお、来旭される文化訪問団、また市民訪問団

の歓迎対応については、改めて、現在調整を検討しているところでございます。また、９月に開催

します北の恵み食べマルシェ、こちらでの食文化の紹介につきまして、現時点では予定どおりの実

施ということにしておりますが、その対応についての話も向こうのほうから出ておりまして、調整

中となっていることをあわせて報告させていただきます。

本市としましては、日韓両国の国際的な課題はございますが、今後につきましても、水原市と３
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０年にわたり築いてきた交流の歴史を礎に、両市の友好と信頼のきずなを深めてまいりたいと考え

ております。以上、記念事業に係る現在の状況について御報告いたしました。どうぞよろしくお願

い申し上げます。

○林委員長 委員の皆様から発言はございますでしょうか。

上野委員。

○上野委員 韓国との関係なんですけれども、特に、韓国国内ではちょっと緊張感はあるみたいな

んですけれども、向こうからお客様を迎えるに当たっての警備等で、何か今までと違った動きとか

そういうのを考えていますでしょうか。

○主藤観光スポーツ交流部次長 現時点で、特段、警備の強化というところとか、そういった危険

が迫っているというようなところの情報はございませんが、今後、関係機関のほうとも連絡、連携

を密にしながら、そういった事故が起こらないよう当たってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○林委員長 ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

続いて、（６）富沢ふれあいの家について、発言の有無を確認させていただきます。

上野委員。

○上野委員 私のほうから、富沢小学校の敷地内にあります富沢ふれあいの家の件について、質問

いたします。まず、１点目なんですけれども、富沢ふれあいの家の開設の経緯についてお伺いをい

たします。

○岩崎学校教育部次長 富沢ふれあいの家は、平成２年５月に文部科学省、旧文部省が進めていた

木の教育研修施設整備の対象事業として、児童生徒が木材を豊富に使用した温かみのある研修施設

と豊かな自然の中で、教師と寝食をともにする集団生活を通じ、心の触れ合いを感じるとともに、

互いに個人を尊重し合うことや、日常の学校生活において体験できないことなどを学ぶことにより、

たくましく心豊かな児童生徒を育成することを目的として開設したものでございます。

○上野委員 今の回答を受けてですが、文科省の対象事業として学校教育部が所管しているという

ことで受けていたわけですけれども、これは、今なお対象事業として継続しているのかどうかとい

うことと、富沢ふれあいの家の概要及び本年度の予算についてお伺いいたします。

○岩崎学校教育部次長 富沢ふれあいの家につきましては、公立学校施設整備補助金の交付を受け

て取得した財産であり、その取得した財産の処分制限期間は２４年間とされております。富沢ふれ

あいの家は、平成２年度に補助を受けたことから、平成２６年度末で２４年の制限期間が経過して

おります。

また、富沢ふれあいの家の概要でございますが、学校の教育課程に基づく宿泊研修を初め、各種

研修及び部活動等で旭川市の小中学生と引率する教員及び保護者、その他、教育委員会が認める者

が利用できる施設でございます。職員としましては、旭川市立富沢小学校の校長を所長、教頭を副

所長として委嘱しているほか、用務員として臨時職員１人を配置しており、年末年始を除いた土曜

日、日曜日、月曜日の週３日と夏期休業日及び冬期休業日で教育委員会が定める期間を開業日とし

ております。

なお、本年度の予算は、４２４万３千円でございまして、内訳は人件費、燃料費、光熱水費、通
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信運搬費、委託料となっており、市のホームページにおいて利用案内を掲載しているところでござ

います。

○上野委員 現状はわかりました。そこで、私から提案をしたいと思いますが、今、説明されまし

たが、多くの方はその存在を知らなかったと思いますし、市政のあらましにも記載されているとお

り、学校教育部が所管ということで、一般の方の利用については制限があり、使用できない施設と

なっております。昨年まで管理者が常勤していたのですが、今年度からは平日の利用者も少ないと

いうことから、基本的に土曜、日曜、月曜、それから夏期休業、冬期休業中の開業となったと今御

説明がありました。さらに、先ほどの回答で、平成２６年度で文科省の対象事業の制限期間ではな

くなったということです。私が聞くところによりますと、一般の方から宿泊希望の問い合わせも多

数来ていると。この機会に、事業自体を見直す時期に来ているのではないかなと思います。その理

由としては、１つ目として、現在のやり方では、市民に還元するということではいいんですけど、

支出ばかりが多く、成果が十分に得られていないのではないかということ。それから、一般の方、

特に大学生を含めて、学生が利用を望んでいると、私のところにも何名かからお話がありました。

それから３点目として、近接の多目的広場の活用で、夏はサッカー、ラグビー、テニス、冬はクロ

スカントリーやスキー客等の合宿等が見込めるなど、利用価値はあると考えます。また、文化面で

の活用も同時に考えられると思います。体育館が使えるということです。以上のことから、管理者

を常駐させ利用拡大を図ること。そのためには、子どもたちの利用というのは従来どおり無料にし

ても構わないのですが、一般の方を有料にすることを考えて、施設活用の幅を広げていただきたい。

人件費や維持管理の問題もそこで解決できるのではないかと思います。さらには、富沢地区一帯の

活性化にもつながると考え、所管の変更も含め、早急に検討に入ることを提案して質疑を終了いた

します。よろしくお願いいたします。

○林委員長 ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

続きまして、（７）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

者から説明を受けたいと思います。

経済部長。

○品田経済部長 経済部所管業務につきまして、御説明を申し上げます。経済部では、産業振興、

労政、動物園に関する事項を所管しており、組織は経済総務課、経済交流課、産業振興課、企業立

地課の４課と第一種施設である工芸センター、旭山動物園の２施設であり、職員数は４月１日現在

で８９名となっております。所管業務にかかわる主な事業の概要につきましては、市政のあらまし

行政編の２１７ページから２３７ページまでに掲載されております。また、所管する施設につきま

しては、市政のあらまし施設編の１０５ページから１１３ページまでに掲載されておりますが、先

ほど申しました工芸センター、旭山動物園のほか、工業技術センターと旭川まちなかしごとプラザ

内にございます旭川市職業相談室、旭川地域企業誘致東京サテライトオフィスなどがございます。

では、主な事業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、

２１９ページの商業の振興についてでございます。最初にございます１、地域商店街拠点化促進事

業につきましては、商店街サポートセンターの活動に対する補助や商店街、商工団体が主体となっ

た地域イベントの開催支援など、地域まちづくりの拠点となる取り組みを支援するものでございま
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す。

次に、２２１ページ、工業の振興についてでございます。まず、２２３ページの４、食品産業支

援事業につきましては、本市の基幹産業である農業と食品加工業との連携推進や、関係機関との支

援体制の構築を図り、地場農産物等を活用した付加価値の高い市場競争力のある加工食品の開発を

進めるため、旭川食品産業支援センターが実施する食に関する相談窓口の運営やセミナーの開催、

菌検査、成分分析等の食品試験、地場食材活用に係る研究等の各種取り組みに対する支援を行い、

地域産業の活性化を図るものでございます。

また、次の５、地場産品開発・販路拡大支援事業につきましては、地域中小企業の新製品開発や

販路開拓の支援等を通じて、将来の雇用拡大や地域経済の活性化を図るため、新製品開発及び販売

促進活動に関する補助や展示会出展に係る支援等のほか、旭川の資源や魅力をデザインの視点で見

詰め直し、新たな魅力と活力を創出し、暮らしの豊かさを創造するため、ユネスコ創造都市ネット

ワーク加盟に向けた取り組みを行うものでございます。

また、２２４ページの１０、旭川工芸技術等継承事業につきましては、旭川地域の基幹産業であ

ります木工関連産業や工芸品製造業におきまして、家具、建具、窯業のすぐれた技術の継承に取り

組むとともに、多様化していく市場に対応するため、デザインやマネジメントの知識と技術力を両

立させることができる広い視野を持った人材の育成を図ろうとするものでございます。

次に、地場産品の販路拡大についてでございます。最初にございます１、戦略的市場開拓推進事

業につきましては、地場産品の国内外への市場開拓を進めるため、国内外の各種物産展、展示会へ

の出展支援や道外道の駅との物産交流事業を行うものでございます。

また、２２５ページ、２、ユジノサハリンスク経済交流推進事業につきましては、道北地域の物

産の海外への販路拡大及びサハリンとの人、物の地域間交流を推進するため、サハリン州のバイヤ

ーと地元事業者との商談会や、現地の商業施設において北北海道商品の販売を行うほか、ユジノサ

ハリンスク道北物産展を開催するものでございます。なお、本年の道北物産展は１０月下旬を予定

しております。

次に２２６ページ、６、家具等国内外販路拡大支援事業につきましては、旭川地域の家具等の販

路拡大を図るため、首都圏で開催される展示会の出展事業費の一部を助成するとともに、ＪＲ旭川

駅構内における旭川家具の実用展示の支援を行うものでございます。また、増加する外国人観光客

に対応するため、外国語対応クラフトマップを作成、配布するものでございます。

次に、２３２ページの企業誘致についてでございます。２３３ページの２、企業誘致地域活力創

生事業につきましては、さらなる企業誘致の実現に向け、東京サテライトオフィスを積極的に活用

しながら、トップセールスやセミナー開催等により、地域の立地環境や優位性、昨年から分譲を開

始した動物園通り産業団地をＰＲするとともに、企業のニーズに応じた人材育成や首都圏からの人

材確保を促進するなど、周辺３町及び経済界と連携して誘致活動に取り組むものでございます。

次に、２３４ページの雇用・労働福祉施策についてでございます。２３５ページの５、若者地元

定着促進事業につきましては、若者の地元定着やＵＩＪターンによる市内就職を促進し、本市経済

の担い手となる人材を確保するため、関係機関との連携による各種イベントの開催、正規雇用促進

のための企業への助成、旭川市企業情報提供サイト「はたらくあさひかわ」における市内企業の魅

力発信及び求人求職のマッチング機会の提供を行っているものでございます。
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また、２３７ページ、９、はたらく環境づくり支援事業につきましては、誰もが経済的に安心し

て暮らせる質の高い就業環境を構築するため、企業へのキャリアコンサルタント派遣によるキャリ

ア形成支援に取り組むほか、外国人材の受け入れに当たっての適正な雇用管理に関するシンポジウ

ムを開催するものでございます。

最後に、旭山動物園についてでございます。旭山動物園につきましては、市政のあらまし施設編

１１１ページから１１３ページに掲載しております。本日はこれとは別にはなりますが、特に本年

度及び次年度に予定しております大型施設の新築及び改修について、２点御説明をさせていただき

ます。

まず、本年度につきましては、チンパンジー館の改修を実施いたします。工事内容といたしまし

ては、チンパンジー館のスカイブリッジ横の観察室の天窓と床の一部を撤去し、チンパンジーが通

り抜けるスペースを設けることで、ガラス越しにロープを上りおりするチンパンジーの様子を観察

できるようにするものでございます。

また、次年度におきましては、仮称エゾヒグマ館の新築工事を予定しております。現在、建設に

向けた設計委託をしているところでございまして、エゾヒグマは、北海道を象徴する動物でありま

すので、北海道産動物舎やシマフクロウ舎などと隣接する場所に施設を建設することで、北海道産

動物エリアのさらなる充実を図り、道産動物の魅力をより感じていただきたいと考えております。

展示方法といたしましては、施設内にせせらぎを造作することで、エゾヒグマが魚をつかまえる姿

など野性味あふれる行動を観察することができるよう計画しているところでございます。以上、経

済部所管に係る主な事業について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。

○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 続きまして、観光スポーツ交流部の所管業務について御説明申し上

げます。観光スポーツ交流部は、平成３０年度に観光課、スポーツ課及び都市交流課の３課体制で

発足し、今年度で２年目となる部でございますが、観光スポーツ及び都市間の交流に関する事項を

所管しており、職員数は４月１日現在で４１名となっております。それぞれが事業目的の実現に向

けて積極的な取り組みを展開するとともに、相互の強みを生かし、部内外での連携を深めながら戦

略的な取り組みを進めることにより、経済の振興と交流人口の増大などを図り、まちのにぎわい創

出や地域の活性化、人づくりに貢献できる組織を目指しております。所管業務にかかわる主な事業

の概要につきましては、市政のあらまし行政編の２３７ページから２５３ページまでに掲載されて

おります。また、所管する施設につきましては、市政のあらまし施設編の１１３ページから１２２

ページまでに掲載されておりますが、観光案内所、道北アークス大雪アリーナ、リアルター夢りん

ご体育館などがございます。

それでは、主な事業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、２３７ページから２４１ページまでの９、観光の現況及び１０、観光・イベントの振興につ

いてでございます。２４０ページの５、観光プロモーション推進事業につきましては、観光入り込

み客数や観光宿泊数の増加を目的として、本市の知名度の向上とイメージアップを図るとともに、

ほかの自治体や関係団体とも連携しながら、観光客誘致活動を実施するものであります。

次に６、冬季観光滞在促進事業につきましては、旭川冬まつりの実施や氷彫刻世界大会の開催支

援に加え、雪国ならではの体験メニューや冬季に特化した情報発信により、宿泊稼働率が低下する
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冬季間の観光客誘致及び滞在促進を図るものでございます。

２４１ページの９、大雪カムイミンタラＤＭＯ推進事業につきましては、カムイスキーリンクス

を核とした都市型スノーリゾート地域の構築と、圏域全体における夏季を含めた滞在型・通年型観

光の促進に向けて、マーケティング調査やモデル事業、ＰＲ事業などを実施する一般社団法人大雪

カムイミンタラＤＭＯを支援する内容でございます。

次に１１、スポーツについてでございます。同ページ２、学校施設スポーツ開放事業につきまし

ては、市民が生涯にわたりスポーツに親しみ、健康と体力の維持増進を図ることを目的に、学校施

設の体育館やグラウンドを開放するものであります。

次に、２４３ページの６、バーサーロペット・ジャパンにつきましては、冬季スポーツの振興と

市民の体力づくりを目的とした国際的なクロスカントリースキーや歩くスキーの大会を開催するも

のであります。

続きまして２４５ページ、９、スポーツ大会等誘致推進事業につきましては、本市の充実した都

市機能や気候的特性の情報発信を行いながら、国際スポーツ大会やスポーツ合宿の誘致活動を行う

ものであります。

次に１２、国際交流についてでございます。２４６ページから２５０ページまでの姉妹都市及び

友好都市でございますが、これは、姉妹・友好都市のアメリカ合衆国ブルーミントン・ノーマル両

市、大韓民国水原市、ロシア連邦ユジノサハリンスク市、中華人民共和国哈爾濱市との訪問団の派

遣及び受け入れや青少年交流などを通じ、友好親善を推進していくものでございます。

最後に、２５２ページの１３、国内都市交流でございますが、これは平成２７年度に姉妹都市提

携した鹿児島県南さつま市と訪問団の相互訪問や青少年交流など、地域の特性、また、文化の異な

るまちとの交流を通して地域の活性化を図るものであります。また、南さつま市と同様、災害時相

互応援協定を締結している愛知県北名古屋市との間においても、イベント開催時などに相互訪問を

行うものでございます。以上、概括ではありますが、観光スポーツ交流部の所管事業につきまして

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。

○林委員長 農政部長。

○新野農政部長 農政部が所管する事務事業等について御説明申し上げます。初めに、事務分掌に

ついてでございますが、農政部は、農業、林業及び水産業に関する事項を所管しており、農政課、

農業振興課、農林整備課の３課及び第一種施設である農業センターを設けてございます。職員数に

つきましては、４月１日現在で６５名となってございます。

それでは、農政部が所管する主な事務事業の内容につきまして、市政のあらまし行政編に基づき

御説明いたします。最初に、本市農業の現況についてでございます。あらまし２５３ページをごら

んください。まず、農家戸数は１千１３３戸で、そのうち専業が６７５戸、１種兼業が２８７戸、

２種兼業が１７１戸となってございます。農家戸数につきましては、最近５カ年で２１３戸減少し

ており、担い手の育成、確保が極めて重要な課題となっております。なお、いずれの数値も平成２

７年２月１日現在のものでございます。

次に、２５４ページにまいりまして、農業専従者数は１千７９３人、また、耕地面積は１万８８

８ヘクタールで、そのうち田んぼが８千９１４ヘクタールを占めてございます。

次に同ページ、平成３０年度の農業生産額でありますが、総額で１２４億２２５万３千円で、そ



- 10 -

のうち水稲が７２億８千４５４万円、野菜が１５億６千９９４万７千円、畜産物生産額は子畜、枝

肉合わせて２０億３千４４６万１千円、生乳が３億２４９万４千円、鶏卵が４億３千５６万２千円

となってございます。

続きまして、農政部の主な事業について御説明いたします。最初に、２５６ページをお開きいた

だきたいと思います。３番の農業経営強化資金融資事業では、経営感覚にすぐれた効率的かつ安定

的な農業経営体の育成と、農業経営基盤強化を図るため、農業者等に農業経営の改善や規模拡大、

経営の維持などに必要な資金を融資するものでございます。

次に、２５７ページの４番、新規就農確保・育成対策事業でございますが、担い手が減少してい

く中にあっても、本市農業を力強く発展させるため、地域と行政が一体となって、新規就農者の受

け入れから経営発展までを一貫支援することで、地域を牽引する競争力の高い経営体を育成してま

いります。

次に、同ページの５番、担い手確保・育成バックアップ対策事業では、多様な農業経営の発展を

推進するため、地域と行政が連携した若手経営者や後継者等の育成体制の構築や若手経営者等の視

野拡大、経営感覚の醸成に向けた機会を創出するとともに、生産現場において不足する労働力の確

保に向けた多方面からの対策、取り組みを進めてまいります。

次に、２５８ページの９番、農産物等流通拡大支援事業では、農産物の付加価値向上や流通拡大

により農業者の所得向上を図るため、食品関連事業者と農業者とのマッチング、道外等販路開拓、

加工販売施設等の整備などに取り組む農業者を支援してまいります。

次に、少し飛びますけれども２６０ページの１６番、緊急対策事業では、平成３０年に発生した

大雨や日照不足等の天候不順、地震による停電により被害を受けた市内農業者に対して経営の維持

及び回復を図るため、水稲・畑作・野菜・花卉の種苗購入やサクランボの雨よけハウスの整備、酪

農・畜産農家への非常用電源の導入に係る経費の一部を補助することにより支援をしてまいります。

次に、２６２ページの３番、土壌診断推進事業では、健全な土づくりと作物別の適正施肥栽培の

普及を図り、クリーン農業を推進するため、生産者圃場を中心とした土壌分析診断を実施してまい

ります。

次に、２６３ページの５番、強い園芸産地づくり支援事業では、国策や貿易自由化への影響を受

けにくい園芸作物の産地として維持及び発展を図るとともに、安全な生産地としての確立を図るた

め、新たな省力技術の導入等やクリーン農業の産地強化に向けた取り組みを支援してまいります。

次に、２６６ページの５番、国営緊急農地再編整備事業では、担い手農家の減少が進行する中、

耕作放棄地の発生を防止することにより優良農地を確保し、農地の生産性及び収益性の向上を図り、

農業の振興と地域の活性化に資するため、旭東地区において、国が事業主体となった担い手農家へ

の大規模な農地集積を行う土地改良事業を推進してまいります。

次に、同ページの林業の現況でございます。市内の森林面積は３万９千９２８へクタールで、こ

れは、本市面積の５３．４％を占める広さとなっております。内訳は、国有林が２万３千５５５ヘ

クタール、道有林が４千９７０ヘクタール、市が所有する市有林、市所有林が１千８３４ヘクター

ル、私有林が９千５７０ヘクタールとなってございます。林業の振興に係る主な事業でございます

が、同ページの２番、森林整備対策事業では、民有林の木材生産の向上と優良な森林資源の造成を

図るため、造林及び間伐等に係る経費の一部を助成するとともに、民有林施業の推進と通行の安全
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のため、林道の維持管理も行ってまいります。

最後に、農政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１２２ページから１３

０ページまでに掲載されておりますが、それらのうち、江丹別若者の郷、それと市営牧場及び２１

世紀の森は、指定管理者による運営を実施してございます。

以上、農政部所管にかかわる主な事務事業について御説明いたしました。本市の農業を取り巻く

状況は、昨年の異常気象による農作物の不作や農業者の高齢化、担い手の不足、ＴＰＰ、ＥＰＡを

初めとした国際情勢など、大変厳しいところでありますが、農政部としましては、これらの課題に

対応すべく、国や北海道、関係団体、そして生産者と連携しながら、本市農業、農村の活性化を図

ってまいりたいと考えております。以上でございます。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 学校教育部所管の業務概要について御説明を申し上げます。学校教育部は、

小学校、中学校の教育に関する事務を所管しており、事務局組織としては、教育政策課、学校施設

課、学務課、教育指導課及び学校保健課の５課体制でありまして、他に教育機関といたしまして、

小学校が５３校、中学校が２７校ございます。事務局職員の現員数といたしましては、本年４月１

日現在で１０６人となってございます。

続きまして、業務概要でございますが、市政のあらまし行政編２７１ページの２６、学校からが

所管事項となってございます。最初に、２７５ページの２７、学校教育、１、いじめ問題対策推進

事業であります。旭川市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等の取り組みを進めるため、教

育、法律、心理、福祉等の学識経験者で構成する対策委員会並びに学校、教育委員会及び関係機関

等で構成する連絡協議会を設置し、対策を審議するとともに、情報の共有及び連携の強化を図るも

のでございます。

次に同ページ、２、小中連携一貫コミュニティ・スクール推進事業であります。旭川市小中連

携・一貫教育推進プランをもとに、９年間を見通した系統的な教育活動を推進するとともに、学校、

家庭、地域の連携を促進し、地域の特性に応じたコミュニティ・スクールを導入するものでござい

ます。

次に２７６ページの８、少人数学級編制事業であります。きめ細かな指導を通じて生活習慣、学

習習慣の早期定着や学年に応じた学力の定着を図るため、小学校１年生から４年生を対象に、市費

負担教員を配置し、国や道の基準より少ない人数での学級編制を実施するものでございます。

次に２７７ページ、１１、特別支援教育のうち、２７８ページ、（４）特別支援教育推進事業で

あります。児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支援を図るため、小中学

校に特別支援教育補助指導員の配置などを行い、支援体制の充実を図るものでございます。

次に同じく１２、学校図書館活性化推進事業であります。学校図書館の活用を推進するために必

要な学校司書を配置するとともに、学校司書の資質向上のため、研修を行うことにより学校図書館

機能の充実を図り、児童生徒の読書活動を推進するものでございます。

次に２７９ページ、１５、部活動指導員配置促進事業であります。中学校の部活動において、適

切な練習時間や休養日の設定など活動の適正化を進めるため、部活動指導員の配置を促進し、学校

における働き方改革の推進と部活動指導の一層の充実を図るものでございます。

次に２８１ページ、２９、教育環境のうち、２８２ページの３、学校施設大規模改修事業であり
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ます。児童生徒によりよい教育環境を提供するため、経常的な維持修繕を超える大規模な改修やア

スベスト含有断熱材を使用した煙突の改修などを行うものでございます。

次に、２８３ページの５から８までの各学校の増改築事業であります。いずれも、老朽化した校

舎及び体育館の増改築工事を行うものでございますが、５の旭川小学校につきましては、平成３１

年１月に供用開始となり、今年度においては、プールの改築や旧校舎及び旧体育館の解体工事など

を実施するものでございます。６の東栄小学校につきましては、昨年度に設計を終え、今年度から

２カ年にわたり、校舎及び体育館の建築工事などを実施するものでございます。７の千代田小学校

につきましては、校舎及び体育館の改築に向け、今年度においては、基本設計を実施するものでご

ざいます。８の豊岡小学校につきましては、同じく校舎及び体育館の改築に向け、今年度において

は、国庫補助の活用に必要な耐力度調査を実施するものでございます。

最後に、２８４ページの１０、小・中学校教育奨励事業のうち、（１）就学援助制度であります。

援助を必要とする児童生徒に必要な支援が行き届くよう、学用品費等を援助し、保護者負担を軽減

するものであります。今年度から国の制度改正に伴い、新入学用品費の支給額を引き上げたところ

であります。以上、学校教育部が所管する主な業務の概要について御説明を申し上げました。どう

ぞよろしくお願いいたします。

○林委員長 社会教育部長。

○大鷹社会教育部長 社会教育部の所管業務等について御説明申し上げます。初めに、事務分掌で

ございますけれども、社会教育部は、社会教育の推進、文化の振興などに関する事項を所管してお

りまして、それらを執行していく組織といたしまして、社会教育課、文化振興課、公民館事業課の

３つの課と中央図書館、科学館、博物館の３つの第一種施設と、これらに付随する第二種、第三種

施設から成ってございます。職員数は、４月１日現在で９７名となっているところでございます。

所管業務の内容につきましては、市政のあらまし行政編の２８６ページから３０１ページに記載さ

れております。また、所管する施設につきましては、市政のあらまし施設編の１３８ページから１

６９ページに掲載されておりますが、そのうち、西神楽公民館、春光台公民館、井上靖記念館にお

きましては、指定管理者により管理運営を行っているところでございます。全体の取り組みといた

しましては、平成２８年２月策定の社会教育基本計画に掲げた、「主体的に学び、その成果を地域

づくりに生かす」「地域を知り、学び合いながら、絆を深め、郷土愛を育む」の２つの基本理念の

もと、各種事業を推進しております。

その内容でございますが、まず、行政編の２８６ページ、３０、社会教育につきまして、市民の

誰もが生涯にわたってあらゆる機会や場所において学習し、さまざまな場面で活躍することができ

るよう、旭川市社会教育基本計画に基づく各種施策、各部局間の連携協力により推進してまいりま

す。主なものといたしましては、２、生涯学習の振興の（１）生涯学習フェアの開催でございます

が、市民の学習成果発表機会の提供、学習活動への参加機会の提供、各種学習情報の提供を目的と

し、各部局と連携を図りながら、生涯学習に関するさまざまな事業を一堂に集めて開催いたします。

次に、２８８ページの中段、６、ジオパーク構想の推進でございますが、本市及び周辺地域にお

けるジオパーク構想を推進するため、関係自治体及び関係団体との連携を図りながら、ジオパーク

フォーラム、ジオツアーなどの市民啓発活動を実施してまいります。

次に、２９１ページ、上段のほうになりますが、９、地域を支えるシニア世代人材育成事業でご
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ざいますが、高齢者の学びや活動の拠点として、フィール旭川７階のシニア大学を運営し、地域づ

くりやまちづくりを担う人材の育成や地域貢献活動に結びつけるための取り組みの充実を図ります。

次に、同じく２９１ページの１２、緑が丘図書コーナー開設事業でございますが、市民サービス

の向上を図るため、本年１１月に開設する予定であります緑が丘地域複合コミュニティ施設（仮

称）の中に図書コーナーを設置し、自由に読書ができるスペースを整備いたします。

次に１３、旭川市科学館企画展の開催でございますが、科学への興味や理解を深めてもらうため

に、夏・冬休み期間中、プラネタリウムにおいて、学習効果があり、かつ子どもたちに人気のキャ

ラクター番組を投影するほか、ワークショップなどを開催いたします。あす、７月２５日から８月

１９日までの間、この企画と合わせまして、「名探偵コナン 探偵たちの星月夜（スターリーナイ

ト）」を特別上映する予定でございます。

次に２９２ページ、１５、旭川市博物館企画展の開催についてでございますが、市民の歴史や文

化への多様な関心に応えるため、常設展示を補完する企画展を開催するもので、今年度は「アイヌ

文化～暮らしの道具」と題した展示など３つの企画展を行うものでございます。なお、現在、第８

７回企画展「放課後のたのしみ」といたしまして８月１８日まで開催しているところでございます。

次に、真ん中の段以降、３１、文化振興についてでございます。心豊かな活力ある地域社会の実

現に向けまして、市民に多様な文化芸術活動の機会を提供するなど、旭川市文化芸術振興基本計画

に基づく各種施策を推進してまいります。主なものといたしまして、１、市民文化の向上、（２）

の中原悌二郎賞でございますが、国内の彫刻賞として最も長い歴史を積み重ねてまいりまして、本

年が２年に１度の開催年であり、選考委員会を経て、第４１回中原悌二郎賞を決定するものでござ

います。

次に、２９５ページの２、アイヌ文化の振興についてでございますが、アイヌの人々の歴史や文

化に対する理解や関心を深める取り組みとして、各種講座、講演の実施に加え、小中学校を会場と

したアイヌ民族音楽会や中心市街地を会場としたアイヌ文化ふれあいまつりなどのイベントを開催

いたします。また、アイヌ文化施設整備事業として、川村カ子トアイヌ記念館の老朽化した設備に

対する補助金交付を行ってまいります。

次に、２９９ページでございます。４の自主文化事業の開催についてでございますが、これにつ

きましては、市民文化会館、大雪クリスタルホール音楽堂のそれぞれにおきまして、さまざまな世

代の市民が質の高いすぐれた音楽、舞台芸術及び伝統芸能を安価な料金で鑑賞、体験することがで

きるよう自主文化事業を実施してまいります。以上、社会教育部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。

○林委員長 農業委員会事務局長。

○津村農業委員会事務局長 それでは、農業委員会が所管する業務の概要について御説明いたしま

す。市政のあらまし行政編の２６８ページ下段をごらんください。農業委員会では、農地法等関連

法令に基づく許認可事務、農地等の利用の最適化の推進、法人化、その他の農業経営の合理化、農

地利用の最適化に関する施策について、関係行政機関に対し改善意見を提出するなどの活動を推進

するとともに、農業者年金の窓口業務、農地移動適正化あっせん事業などを実施しております。

次の２６９ページの１、委員会構成でありますが、現在、農業委員は定数の３７名が在任してお

ります。公募を実施し、いずれも議会の同意を得て市長が任命しておりますが、その内訳といたし
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ましては、農業関係団体等を含みます農業者等からの推薦が３５人、農業関係以外の団体からの推

薦が１人、応募が１人となっております。なお、農業委員会事務局につきましては、２つの係で計

１２名が農業委員をサポートしております。

次に、２の農地業務についてでございますが、（１）が農業振興地域の整備に関する法律及び農

業委員会法に基づく農地移動適正化あっせん事業の推移、（２）が農業経営基盤強化促進法に基づ

く利用権設定等促進事業の推移、（３）が農地から農地以外への転用状況、（４）が農地法に基づ

く各種許可などの処理状況、次のページ、２７０ページでございますけど、（５）が毎年度実施す

る農地利用状況調査の状況について示してございます。これらの農地業務による農地利用の最適化

の推進の取り組みによりまして、直近の数値でございますが、担い手への農地集積率が８８．７

８％、遊休農地率が０．２５％となっております。今後もこの水準を維持しつつ、さらに高い水準

を目指していくよう努めてまいります。

次に、３の農業者年金業務でございますが、これは、農業者の生活の安定と福祉の向上、さらに、

後継者への経営移譲による若返りや第三者への移譲による経営規模の拡大に寄与しております。な

お、平成３０年度には、青年層の新規加入者数が全国９位となりましたことから、農業者年金基金

から表彰を受けたところでございます。このほか、４の農業後継者施策や、農業委員会だよりなど

の発行によります５の農業情報の提供活動も行っております。農業委員会の所管業務の概要につき

ましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○林委員長 以上、業務概要の説明を受けたところでございます。委員の皆さんの発言の有無を確

認させていただきます。何か発言ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

ないということで、次に移ります。続いて、（８）所管施設等の視察について、この後、委員会

を休憩し、別紙視察行程のとおり所管施設等の視察を行いたいと思います。議長に対する委員派遣

承認要求の手続については、委員長に一任願いたいと思いますがよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

庁舎正面にバスを用意していますが、午後２時４０分に出発をいたしますので、庁舎正面のバス

までお越しいただきますよう御協力よろしくお願いいたします。

それでは、暫時休憩いたします。

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

休憩 午後２時０３分

（再開されず散会 午後４時５５分）


