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開会 午前１０時０３分

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

○林委員長 それでは、開会いたします。本日は全員出席です。

まず初めに、令和元年第３回定例会提出議案について、認定第１号、認定第３号、議案第１号、

議案第６０号ないし議案第８２号の以上について、理事者から説明を願いたいと思います。

経済部長。

○品田経済部長 初めに、認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算のうち、経済部所管分に

つきまして御説明申し上げます。経済部といたしましては、平成３０年度におきまして、第８次旭

川市総合計画、旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、企業誘致の推進、地域での就職

促進、雇用の安定化、地域産業の振興、地場産品の市場開拓・販路拡大、中心市街地と商店街の活

性化を柱に事業を進めてまいりました。

まずは、経済部全体の決算について、資料等はございませんが、歳入では、予算現額６４億７４

５万８千円に対しまして、収入済み額は４８億７８０万３千２０９円で収入率は７５．０％となっ

ております。主な収入減の理由といたしましては、歳出における貸付金の執行額に相応して減少し

たものでございます。次に歳出ですが、５款労働費と７款商工費を合わせて、予算現額７３億１千

３４６万８千円に対しまして、支出済み額は５６億４千２６１万５千５５２円で、執行率は７７．

２％となっております。主な不用額の理由といたしましては、中小企業振興資金融資事業費の貸付

金が見込みを下回ったことによるものでございます。

続いて、主な事業につきまして、主要施策の成果報告書により順次、御説明申し上げます。主要

施策の成果報告書２９ページ、地場産品開発・販路拡大支援費３千１４５万４千円でございます。

ものづくり産業の中小企業を対象に、関係団体と連携したベトナム国での事業展開への支援、道内

外で開催される展示会への出展支援、新製品開発や販売促進活動への補助などの支援を行ったもの

でございます。

次に３０ページ、食品産業支援費５９０万８千円でございます。加工食品開発事業の推進による

本市経済の活性化を図るため、地域関係機関と連携した支援体制を構築し、加工食品の開発支援を

行う旭川食品産業支援センターに対し、運営負担金等の交付による支援を行ったものでございます。

次に３１ページ、旭川元気ものづくり大賞表彰事業費４１万８千円でございます。ものづくり企

業の製品、技術を広くＰＲし、知名度や企業ブランドの向上等による本市経済の活性化を図るため、

本市企業を対象にすぐれた製品や技術を表彰し、その製品等を紹介するための図録作製及び配布に

より、企業の販路拡大への取り組みを支援したものでございます。

次に３２ページ、企業誘致地域活力創生費２千４９６万１千円でございます。地域経済の活性化

や雇用機会の拡大を図るため、経済界や関係機関等と連携し、旭川地域企業誘致東京サテライトオ

フィスを活用しながら、企業訪問や情報収集、展示会等でのＰＲ活動、立地企業のニーズに応じた

人材育成研修など積極的な企業誘致活動を展開したものでございます。

次に３３ページ、動物園通り産業団地開発事業貸付金２千８２０万円でございます。大都市圏か

らの産業を呼び込み、地域経済の活性化や雇用機会の拡大を図るため、東旭川町日ノ出地区におい

て、多様な産業の集積に向けた企業の受け皿となる団地の開発に必要な資金を、事業実施者である

旭川振興公社に貸し付けたものでございます。
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次に３６ページ、ものづくり応援・人材育成費２７８万２千円でございます。ものづくり企業が

抱える課題の解決や知識及び技術力の向上を支援するため、ものづくり企業を対象とした研修のほ

か、高校生を対象としたインターンシップ、工場見学ツアーなどを行ったものでございます。

次に３７ページ、旭川工芸技術等継承事業費２４８万６千円でございます。旭川市の基幹産業の

一つである木工芸産業が持つすぐれた技術や窯業技術を次世代に継承していくため、地域の若手技

術者を対象とした家具、建具の技術研修会を行ったほか、デザイン、経営などを学ぶ講習会を開催

したものでございます。

次に４１ページ、若者地元定着促進費２９９万８千円でございます。若年者等の地元定着を促進

するため、企業説明会や企業見学会などを開催したほか、正規雇用を促進するための補助金の交付、

旭川市企業情報提供サイトの運営を実施したものでございます。

次に４２ページ、就業支援ＩＴセミナー費５１万５千円でございます。障害者及び若年者等の就

職を促進するため、就職活動に有利な資格を取得するための研修を実施し、テレワーク等多様な就

労形態に対応する人材育成を図ったものでございます。

次に４３ページ、若者地元定着奨学金返済補助事業費２３６万９千円でございます。若年者の市

外への流出を食いとめるとともに、市内定着を促進するために、大学等進学者が卒業後に市内で就

業及び居住した場合に、奨学金返済の一部について補助を行ったものでございます。

次に４４ページ、テレワーク普及促進費９６６万９千円でございます。市内におけるテレワーク

の普及を促進するため、テレワークエキスポの開催、テレワーク導入企業のＰＲ用動画等の作成及

びウエブページの開設を行ったほか、クラウドワーカーのチーム立ち上げや交流会を開催したもの

でございます。

次に５２ページ、北の恵み食べマルシェ開催負担金４千５００万円でございます。本市を初め、

北北海道各地の農畜産業や漁業、加工食品などの食関連産業の振興と販路拡大のため、昨年度は９

月１５日から１７日の３日間、北の恵み食べマルシェを開催し、北北海道地域の食の魅力を発信し

たものでございます。９月６日に発生した北海道胆振東部地震により、出店を辞退する事業者が生

じるなどの影響があったものの、節電を呼びかけるブースの設置、募金などの取り組みを加えて実

施したところ、来場者数は例年並みの延べ１０２万２千人となったところでございます。

次に６５ページ、地域商店街拠点化促進費１千９９万５千円でございます。地域コミュニティー

の核である商店街を地域のまちづくりの拠点とする取り組みや、商店街の活性化に資する事業、ま

た地域の商工団体が主体となった地域イベントなど、地域づくりに資する活動や取り組みを支援す

るため、旭川商店街サポートセンターの事業や花火ｉｎＫＡＧＵＲＡなどのイベント開催に対し、

補助金を交付したものでございます。

次に、認定第３号、平成３０年度旭川市動物園事業特別会計決算につきまして御説明申し上げま

す。平成３０年度は、開園５１周年を迎え、新たなスタートとなったところでございますが、引き

続き市民を初め、さらに多くの皆様に応援いただける魅力ある動物園となるよう展示施設の整備を

中心に各種イベントの実施などをあわせ、事業を展開したところでございます。主な整備の内容と

いたしましては、全面に網を張ることで、フラミンゴの羽を切らずに飛ぶことができるフライング

ケージの新設を行ったほか、くもざる・かぴばら館の屋内放飼場を増築し、冬期間におけるカピバ

ラの見学を可能といたしました。また、老朽化したこども牧場の鳥小屋の改築、さらには東門から
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東門下までの移動の空間において、エゾクロテンの展示施設を新設し、北海道産動物の展示の充実

を図ったところでございます。動物の導入につきましては、大型動物の購入はありませんでしたが、

飼育しておりますアミメキリンやシマフクロウの繁殖に成功するなど、展示動物の充実にも努めて

まいりました。また、毎年の恒例イベントとしてお盆期間や冬まつり期間に開園時間を延長して実

施する夜の動物園や雪あかりの動物園、さらには新たな取り組みとして、敬老の日に合わせ、親子

３世代を対象にした特別開園など、さまざまなイベントを実施したところでございます。年間入場

者数は、前年度比５万５千２７９人減の１３７万３千８２６人でございました。

平成３０年度の動物園事業特別会計全体の決算についてでございます。歳入歳出決算事項別明細

書の１４３ページから始まります旭川市動物園事業特別会計をごらんいただきたいと思います。歳

入合計につきましては１４６、１４７ページになりますが、予算現額１５億２千２９５万３千円に

対しまして、収入済み額は１４億６千４３万８千８５８円であり、収入率は９５．９％でございま

す。このうち、主な歳入であります入園料につきましては１４４ページになります。１款１項１目、

入園料で、予算現額７億７千８０９万８千円に対しまして、９１万１千８２０円減の７億７千７１

８万６千１８０円であり、収入率で９９．９％となっております。次に、決算事項別明細書の１４

８ページになります。歳出合計につきましては、予算現額１５億２千２９５万３千円に対しまして、

支出済み額は１４億６千４３万８千８５８円であり、執行率は９５．９％でございます。このうち、

主な事業につきましては、１款１項１目、総務管理費の施設管理費は８億２千９５１万４千３０３

円、施設整備費は１億８千７８８万８千１６４円となっております。主な施設整備といたしまして

は、資料等にありませんけれども、例えばフラミンゴのケージの新設で１億２千６８４万６千円な

どとなっております。以上が決算についての概要でございます。

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１０ページにございます７款１項１目、商業振興費、中小企業

振興資金融資事業費１千７８１万７千円でございます。旭川市中小企業振興資金融資制度における

中心市街地新規出店支援資金の新規貸し付け及び融資あっせん額が伸びてきておりますことから、

当該資金に係る補助金及び貸付金を補正しようとするものでございます。

次に、４ページにございます第２表、債務負担行為補正の変更分についてでございます。ただい

ま御説明いたしました、令和元年度旭川市中小企業振興資金、中心市街地新規出店支援資金であり

ますけれども、この融資に係る利子補給におきまして、当該資金の新規貸し付け及び融資あっせん

額が伸びてきておりますことから、令和２年度分から令和５年度分の債務負担行為の限度額を、融

資枠１億３千万円について、金融機関が融資した金額に貸付利率を乗じた額に補正しようとするも

のでございます。

続きまして、条例の改正についてでございます。議案第６０号、旭川市工芸センター条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第６１号、旭川市工業技術センター条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第６２号、旭川市旭山動物園条例の一部を改正する条例の制定について、

御説明申し上げます。まず、工芸センター及び工業技術センターの条例改正につきましては、「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、工芸センター及び工業技術セン

ターの部屋、機械などの使用料、それから試験検査等の手数料を改定しようとするものでございま

す。今回の条例改正により、使用料につきましては、工芸センターの３３項目のうち３２項目が増
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額、１項目が減額、また、工業技術センターの６３項目のうち３５項目が増額、１５項目が減額、

１３項目が廃止となります。また、手数料につきましては、工芸センターの２１項目のうち１９項

目が増額、２項目が減額、また、工業技術センターの２１項目のうち１２項目が増額、２項目が減

額、７項目が廃止となります。新料金の適用日につきましては、令和２年４月１日を予定しており

ます。

次に、旭山動物園の条例改正につきましては、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂

版）に準じて見直しを行い、入園料を改定しようとするものでございます。主な内容といたしまし

ては、個人の１回につきでは、市民を現行の５９０円から７００円に、市民以外を現行の８２０円

から１千円に、個人の１年につき、いわゆる年間パスポートでありますけれども、現行の１千２０

円から１千４００円に改定しようとするものでございます。新料金の適用日につきましては、来シ

ーズンの夏期開園日である令和２年４月２９日から、年間パスポートにつきましては、同年４月１

日を予定しております。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○林委員長 観光スポーツ交流部長。

○三宅観光スポーツ交流部長 認定第１号の平成３０年度旭川市一般会計決算のうち、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。初めに、資料はございませんが、部全体の決算

について申し上げます。まず、歳入でございますが、予算現額９億７千１３３万４千円に対しまし

て、収入済み額は９億４千６０９万２千３４７円、収入率は９７．４％となっております。歳入の

主な内容としましては、１４款使用料及び手数料が６千４９３万８千２９３円、２１款諸収入が５

億７千５７６万４４５円、２２款市債が２億１５０万円などであります。次に、歳出でございます。

予算現額１６億９千４２５万５千２００円、支出済み額は１６億４千８７６万１千４４０円で、不

用額は４千５４９万３千７６０円、執行率は９７．３％となっております。

続きまして、部所管の事業につきましては、経常費が７事業、臨時事業費が２５事業、合わせて

３２事業を執行しておりますが、その主なものについて、平成３０年度主要施策の成果報告書によ

り御説明申し上げます。初めに、成果報告書２７ページをごらんください。重点２「しごと 活き

活き 賑わいづくり」に位置づけておりますスポーツ大会等誘致推進費５３２万２千円でございま

す。この事業は、スポーツ大会や合宿の誘致活動を行うなど、スポーツを目的とした来訪者の増加

を図るとともに、市民に対しスポーツに親しむ機会を提供することで、競技人口の増加、また競技

力の向上を図るものでございます。平成３０年度につきましては、ウィルチェアーラグビー日本代

表の強化合宿の受け入れを行ったほか、スポーツとまちづくりに関する講演会を実施いたしました。

次に５０ページをごらんください。観光プロモーション推進費１千７２万１千円でございます。

この事業は、観光入り込み客数及び観光客宿泊数の増加を図るため、他自治体と連携しながら、国

内外で観光客誘致活動を行ったものでございます。

次に５１ページでございます。冬季観光滞在促進費６千６２７万９千円でございます。この事業

は、宿泊稼働率が低下する冬季における観光誘致、滞在化の促進を図るため、旭川冬まつりなど本

市を代表するイベントの開催や、閑散期における旅行会社、また航空会社と連携した広告宣伝を行

ったものでございます。

次に５３ページをごらんください。観光受入体制充実費８５万２千円でございます。この事業は、

観光客の受け入れ体制の充実のため、２次交通対策として、路線バス、また定額タクシーの観光客
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利用を促進する事業と、中心市街地でのインターネット環境の整備を支援したものでございます。

次に５８ページをごらんください。大雪カムイミンタラＤＭＯ推進費９千７５２万９千円でござ

います。この事業は、１市７町の圏域全体で滞在型・通年型観光を促進するＤＭＯの活動を支援し

たものでございます。以上が一般会計決算のうち、観光スポーツ交流部所管の決算概要でございま

す。よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６３号から６９号につきまして、関連しておりますので、一括して提案理由

を御説明申し上げます。これらは、観光スポーツ交流部が所管する施設につきまして、使用料等の

見直しに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。改正する条例につきましては議

案第６３号以下、旭川市総合体育館条例、旭川市地区体育センター条例、旭川市スケートリンク条

例、旭川市テニスコート条例、旭川市旭川大雪アリーナ条例、旭川市嵐山レクリエーション施設条

例、そして、旭川市スキー場条例の以上７件でございます。

それでは、各条例の改正内容につきまして、順次申し上げます。初めに議案第６３号、旭川市総

合体育館条例につきましては、各体育室などの使用料２４３項目のうち、１１１項目が増額、３３

項目が減額、廃止が６６項目などとなっております。次に第６４号、旭川市地区体育センター条例

につきましては、会議室や体育室などの使用料２０項目のうち、４項目が増額、９項目が減額、廃

止が７項目となっております。次に第６５号、旭川市スケートリンク条例につきましては、施設使

用料７項目全てで増額になっております。次に第６６号、旭川市テニスコート条例につきましては、

施設使用料５項目のうち、増額が４項目、減額が１項目となっております。次に、第６７号、旭川

市旭川大雪アリーナ条例につきましては、多目的アリーナなどの使用料２０４項目のうち、増額が

６２項目、減額が４４項目、廃止が９２項目などとなっております。次に、第６８号、旭川市嵐山

レクリエーション施設条例につきましては、施設使用料１１項目全てで増額になっております。最

後に、第６９号、旭川市スキー場条例につきましては、施設使用料３０項目のうち、増額が１６項

目、変更なしが２項目、廃止が１２項目となっております。以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○林委員長 農政部長。

○新野農政部長 認定第１号、平成３０年度旭川市一般会計決算のうち、農政部所管分につきまし

て御説明申し上げます。初めに、歳出の概要についてでございますが、予算現額１５億７千５１０

万５千円に対して、支出済み額が１２億５千５１６万７千９２５円で、執行率が７９．７％となっ

てございます。なお、翌年度繰越額１億５千２０３万８千円を除いた不用額は１億６千７８９万９

千７５円で、主なものといたしましては、経営体育成強化支援費で採択者が当初の見込みを下回っ

たことや、そのほか道営ほ場整備費での事業量減などによるものでございます。

次に、農政部所管の主要事業につきまして、主要施策の成果報告書及び旭川市各会計歳入歳出決

算事項別明細書に基づいて御説明させていただきます。初めに、主要施策の成果報告書２８ページ

の、２番「しごと 活き活き 賑わいづくり」６款１項３目、農産園芸振興費、農産物等流通拡大

支援費の３４８万１千４８円では、生産者と実需者との安定的な取引に向けたマッチングや、道外

への販路開拓、商品開発など農産物の付加価値向上を目指す新たな取り組みなどに対して支援を行

ったものであります。

次に３５ページ、６款１項２目、農業振興費、新規就農確保・育成対策費の４４４万７千１１０
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円では、全国的に担い手の減少が続く中、本市農業を力強く発展させるため、地域と行政が一体と

なり、新規就農の受け入れや研修、経営発展に向けた取り組みなどの経費に対して支援を行ったも

のであります。

次に３８ページ、担い手育成バックアップ対策費の１６０万１３８円では、園芸農業者や後継者

の育成体制の構築、さらには若手経営者の多角化や経営判断力向上の取り組みを後押しするなど、

将来の地域農業のリーダーなどとなる人材の育成を支援したところでございます。

次に３９ページ、６款１項４目、農業センター費、園芸参入者フォローアップ強化費の３５万１

千１１５円では、新規園芸参入者を対象に、農業センター圃場での研修や外部講師による講義など、

営農面の基本技術や経営面の基礎知識の提供を行うことで、早期の経営安定化に向けたフォローア

ップを実施したものでございます。

次に４５ページ、６款１項６目、農地改良費、生産基盤改善促進費の７６６万４千円では、主に

転作田の作業効率向上のため、暗渠排水や除れきによる排水不良や石れきの多い、生産性の低い圃

場の改善と、簡易な区画整理を実施した農家に対し支援を行ったものであります。

次に４７ページ、６款１項３目、農産園芸振興費、施設園芸スタートアップ支援費の４７万８千

９８９円では、担い手が新たに施設園芸に挑戦するための動機づくりを目的として、生産から出荷

までの過程における省力化、効率化と冬期の利用されていないハウスの有効活用による経営安定化

や所得向上に向けた取り組みを支援したものであります。

続きまして、その他の主要事業につきまして、各会計歳入歳出決算事項別明細書により御説明い

たします。最初に、９２ページの６款１項４目、農業センター費の備考欄の上から２段目になりま

すが、土壌診断推進費の４３３万５７０円では、本市のクリーン農業推進に向け、健全な土づくり

と作物別の適性施肥栽培の普及を図るため、主に生産農家を対象として土壌診断及び施肥指導を実

施したものであります。

次に９４ページ、６款２項１目の林業振興費の備考欄の１段目になりますが、２１世紀の森施設

管理費の４千５８８万１９０円では、平成３０年度より農政部所管となった旭川市２１世紀の森の

管理運営を指定管理者制度を活用して行ったものでございます。

次に、その２段下、森林整備対策費の１千２１９万６千１０９円では、森林資源の循環利用を推

進するため、植林や森林の間伐、民有林作業道の維持管理事業に対し補助を行い、林業の生産性向

上と優良な森林資源の造成を図ったものであります。

次に、１２０ページの１１款１項１目、農地農業用施設災害復旧費の備考欄の上から２段目、農

地災害復旧費３千３０７万２千３６０円では、平成３０年７月豪雨により被災した農地を復旧する

ため、国の災害復旧事業を活用し、査定設計委託の発注、それから災害復旧工事を行ったものでご

ざいます。決算につきましては以上でございます。

続きまして、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。別冊、補正予算書の１０ページをごらんいただきたいと思います。６款農林水産

業費、１項農業費、６目農地改良費の国営緊急農地再編整備費でございますが、国営旭東土地改良

事業の実施に伴い、北海道と換地業務委託契約を締結したことから、附属機関として換地委員会を

設置し、換地計画等の策定を諮問するため、換地委員の報酬４４万円及び委員の旅費１７万円の合

計６１万円を補正しようとするものでございます。財源につきましては、北海道からの事業受託収
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入を充当いたします。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７０号、旭川市換地委員会条例の制定につきまして、提案理由を御説明申し

上げます。本案は、土地改良法に基づく国営旭東土地改良事業の実施に伴い、農地の集団化や合理

的な配置を行うため、換地計画等を策定する必要があることから、本市の附属機関として換地委員

会を設置するため、条例を制定しようとするものでございます。議案第７０号については以上でご

ざいます。

続きまして、議案第７１号から議案第７４号につきまして、関連がありますので一括で御説明申

し上げます。これらは、使用料、手数料の見直しに伴い、農政部が所管する施設の条例の一部を改

正しようとするものでございます。改正する条例は４本ございまして、旭川市農業センター条例、

旭川市若者の郷条例、旭川市２１世紀の森施設条例、旭川市営牧場条例の以上４本でございます。

各条例の改正内容につきまして、概要を御説明いたします。まず、議案第７１号の旭川市農業セン

ター条例につきましては、和室の使用料など７項目及び土壌診断の手数料である２項目を増額し、

植物体要素分析の手数料など２項目を廃止するために改正するものでございます。次に、議案第７

２号の旭川市若者の郷条例については、ホールの使用料など１３項目を増額し、ロッジの使用料で

ある４項目を減額するために改正するものでございます。次に、議案第７３号の旭川市２１世紀の

森施設条例については、バンガローの使用料など１６項目を増額し、ログハウス、研修室及び会議

室の大人、夜間など４項目を減額するために改正するものでございます。最後に、議案第７４号の

旭川市営牧場条例については、繁殖牛の牧場使用料など９項目のうち８項目及び授精牛捕獲手数料

１項目を増額するために改正するものでございます。あわせて、旭川市若者の郷条例別表のテニス

コート夜間照明については、既に照明が撤去されておりますことから、項目を削除しようとするも

のでございます。農政部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 学校教育部長。

○山川学校教育部長 第３回定例会提出予定議案のうち、学校教育部に関連する議案について御説

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の認定についてであり

ます。配付資料はございませんが、学校教育部所管分全体の決算額につきましては、歳入では予算

現額４６億４千２０１万６千円に対し、収入済み額３０億７千２５０万円１千１２５円であり、収

入率は６６．２％となっております。また歳出では、予算現額９２億９７３万２千円に対し、支出

済み額７４億５千４９万６千８７２円であり、執行率は８０．９％となっております。なお、この

額には国の平成３０年第２次補正予算に係る平成３１年第１回定例会における補正予算のうち、補

助不採択となった事業の不執行分や、令和元年度への繰越額が入っておりますので、それを除いた

現年度分といたしましては、歳入では、予算現額３３億６千１３２万４千円に対し、収入済み額３

０億７千２５０万１千１２５円であり、収入率は９１．４％となっております。また歳出では、予

算現額７９億２千２５８万６千円に対し、支出済み額７４億５千４９万６千８７２円であり、執行

率は９４．０％となっております。

次に、主な事業につきまして、平成３０年度主要施策の成果報告書及び旭川市一般会計歳入歳出

決算事項別明細書により御説明申し上げます。最初に、主要施策の成果報告書２１ページ、１０款

１項３目、国際理解教育推進費３千８８万８千円につきましては、英語教育及び国際理解教育の充

実を図るため、小中学校の外国語活動及び英語の授業にＡＬＴや英語が堪能な地域人材の外国語活
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動サポーターを派遣するとともに、ＡＬＴを講師に、長期休業中の児童生徒向け英語講座などを実

施したものでございます。

次に２２ページ、１０款２項及び３項２目、教育振興費のうち、各種大会選手派遣等推進費（小

学校・中学校）８４９万４千円につきましては、小中学校の体育文化活動の活性化を図るため、全

道・全国大会に出場する児童生徒に対し、保護者の負担を軽減し、児童生徒が安心して大会に参加

できるよう経費の一部を補助したものでございます。

次に２３ページ、１０款２項２目、少人数学級編制費９千３万円につきましては、これまでの３

０人学級編制費及び３５人学級編制費を統合したものでございまして、児童の状況に応じたきめ細

かな対応や、教員が子どもと向き合う時間を確保するため、小学校１年生から４年生を対象に、国、

道の基準より少ない人数で学級編制を実施し、これに伴い学級数が増加した学校に教員免許を有す

る市費負担教員を２５人配置したものでございます。

次に２４ページ、特別支援教育推進費１億２千７４２万円につきましては、特別な教育的ニーズ

のある児童生徒に対して適切な教育的支援を行うため、特別支援教育補助指導員を前年度から６人

増の８１人配置したものでございます。なお、このうち７人につきましては、医療的ケアを必要と

する児童生徒に対応するため、看護師資格を有する補助指導員を配置したものでございます。

次に６４ページ、１０款１項３目、小中連携一貫コミュニティ・スクール推進費５０５万８千円

につきましては、子ども一人一人の学力の向上や人間形成を図るため、市内全２７中学校区で、旭

川市小中連携・一貫教育推進プランに基づき、連携コーディネーター２名が必要に応じて学校訪問

するなどの支援を行い、実情に応じて９年間を見通した学習の決まりづくりや、乗り入れ授業など

の取り組みを実施いたしました。また、中学校区での連携をベースとして、学校、家庭、地域の協

働により子どもたちを育むため、研修会や市民説明会などを開催し、関係者の理解を深めながら、

３中学校区をモデル地区としてコミュニティ・スクールの導入を行いました。

次に、事項別明細書の１０８、１０９ページをごらんください。１０款１項２目、事務局費の備

考欄の一番下、旭川市学校教育基本計画策定費４５万５千３５０円につきましては、教育基本法第

１７条第２項に規定される地域の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画のう

ち、学校教育に係る計画について、令和元年度を始期とする計画を策定したものでございます。

次に、同じく１１２、１１３ページ、１０款２項３目、維持修繕費の備考欄の上から４つ目、学

校施設大規模改修費４億３千６３１万３千４６６円、及び１１４、１１５ページ、同じく１０款３

項中学校費、３目維持修繕費の備考欄の上から３つ目、学校施設大規模改修費２億２千６２８万３

千４６６円につきましては、老朽化した学校施設等の大規模改修を実施することにより、児童生徒

の安全な学習環境等を整備するため、アスベスト煙突改修工事を８校で８本、神居東小学校及び旭

川第３小学校の校舎屋体暖房設備改修工事、西神楽中学校及び永山南中学校の屋体暖房設備改修工

事、啓明小学校及び神居中学校のトイレ改修工事、北門中学校の給水設備改修工事及び西神楽小学

校の下水道切りかえ工事などを実施したものでございます。

ページが戻りますが、１１２、１１３ページ、１０款２項４目、学校建設費の備考欄の上から３

つ目、旭川小学校増改築費２０億４千９５６万４千７０６円につきましては、小中連携、一貫教育

に対応した校地、校舎となるよう、老朽化した旭川小学校の校舎及び体育館の増改築工事等を行っ

たものでございます。
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最後に同じページ、旭川小学校増改築費の２つ下、千代田小学校増改築費３０５万６千４００円

につきましては、児童によりよい教育環境を整備するため、老朽化した千代田小学校の校舎及び体

育館の改築に向けて、国の補助金活用に必要な耐力度調査を行ったものでございます。決算につき

ましては以上になりますが、旭川市学校教育推進基本方針に掲げる基本理念の実現に向け、平成３

０年度までを計画期間とする旭川市学校教育基本計画に掲げた４つの基本目標達成に向け、取り組

みを着実に進めてきたものと考えてございます。

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。今回の補正事項は１点でございまして、債務負担行為補正の追加分で

ございます。補正予算書事項別明細書４ページ、第２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、表の一番下にあります（仮称）旭川市東旭川学校給食

センター学校給食配送業務委託料につきまして、令和２年度から令和４年度を期間として、限度額

２億２８０万円の債務負担行為を設定しようとするものでございます。事業の内容といたしまして

は、（仮称）旭川市東旭川学校給食センターにおいて、令和２年４月から学校給食配送業務委託を

行うことに当たり、車両の調達に期間を要することから、あらかじめ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ございます。

続きまして、条例の改正でございます。議案第７６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、提案理由を御説明申し上げます。本案は、現在改築中の旭川市

東旭川学校給食共同調理所につきまして、その名称を改めるとともに、新たに設置いたします調理

実習室、研修室の使用の手続等に関して必要な事項を定めようとするものであります。施行日につ

きましては、令和２年１月１日としております。施設名称につきましては、従来の学校給食の調理

機能に加え、新たに２階部分に給食調理作業の見学コーナーや調理実習室、研修室を設置すること

から、施設の機能を表する名称となるよう、旭川市東旭川学校給食センターとしてまいりたいと考

えております。なお、施設の名称については呼びやすく親しみを持ってもらうために、愛称の募集

を検討しているところでございます。募集方法、スケジュール等の詳細については、決まり次第御

報告させていただきます。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 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、社会教育部所

管分の決算の概要について御説明申し上げます。資料はございませんが、初めに社会教育部全体の

決算でございますが、歳入につきましては、予算現額３億２千７３６万４千円に対し、収入済み額

は２億６千３３７万９千４５０円であり、収入率は８０．５％となってございます。次に、歳出に

つきましては、予算現額１４億２千２０３万２千円に対し、支出済み額１３億４千３８６万３千５

１１円であり、執行率は９４．５％となってございます。

次に、主な事業につきまして、主要施策の成果報告書により御説明申し上げます。成果報告書の

５７ページをごらんください。ジオパーク構想推進費、決算額２２６万２千円でございますが、本

市や周辺地域が有する地質遺産を通じて、郷土愛の育成や地域の活性化を図ることを目的としたジ

オパーク構想を推進するため、平成２９年度から本市と周辺自治体、関係団体で構成した上川中部

地域ジオパーク構想準備会で日本ジオパークネットワークの活動への参画などを中心とした取り組

みを進めてまいりましたが、日本ジオパークの認定を目指して、昨年８月に大雪山カムイミンタラ
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ジオパーク構想推進協議会を設立し、住民を対象としたジオツアーやフォーラム、ポスター展など

普及事業を実施いたしました。

次に７２ページをごらんください。文化芸術活動振興費１千７９６万５千円でございますが、市

民ギャラリーを再オープンしたほか、市民が取り組んでいる文化芸術活動に対する助成、北海道１

５０年松浦武四郎ミュージカルなど、文化芸術団体開催事業等への助成を行うことで、発表・展

示・練習の場や機会の充実が図られ、文化芸術活動の活性化を促しました。

次に７３ページ、三浦綾子文学館２０周年記念事業費２千２００万円でございますが、本市の代

表的な民間文化施設である三浦綾子記念文学館が行う開館２０周年記念事業について、補助金交付

により事業実施を支援いたしました。平成３０年９月に文学館の隣に分館がオープンし、市民が文

化芸術に触れられる新たな場となったほか、開館２０周年の歩みをつづった記念誌が広くファンに

配られたことで、三浦文学の魅力や文学館の多彩な活動について情報発信をすることができました。

続きまして、決算事項別明細書により御説明を申し上げます。１１６ページ、１１７ページをご

らんください。１０款教育費、５項社会教育費、２目公民館費の４番目の地域を支えるシニア世代

人材育成費５７６万５１０円でございますが、フィール旭川内に開設しているシニア大学と大学院

において、まちづくりや地域活動などに関する学習を行うとともに、課外での取り組みとして、ご

みのポイ捨て禁止運動や赤い羽根共同募金の街頭募金活動のほか、市内百寿大学の講師を務めるボ

ランティア活動を行うなど、地域での自主的活動に取り組む意識の醸成に努めました。

次に、同じページの３目図書館費の一番下、中央図書館開館時間等拡充費１４９万４千円でござ

いますが、中央図書館の開館時間を通年で試行的に拡大いたしました。内容は、開館時間を３０分

早め午前９時３０分としたこと、火曜日から金曜日の閉館時間を午後７時に統一したこと及び土日、

祝日の閉館時間を１時間延長し午後６時としたことなどです。これにより、１週間で５時間の開館

時間の拡大となり、利便性の向上や読書環境の充実を図ったところでございます。

次に、同じページの４目博物科学館費の６番目、博物館企画展示費６１万６千５３７円でありま

すが、博物館の常設展示を補完するとともに、市民の生涯学習の一助とするため、アイヌの衣服と

装飾品展、平成の旭川と博物館２５年のあゆみ展、菓子木型～木型職人と和菓子のカタチ～展の３

本の企画展を開催したところでございます。

次に１ページめくっていただきまして、１１８ページ、１１９ページでございます。５目市民文

化会館費の一番下、文化会館改修費６千４８７万７千７８６円でございますが、旭川市民文化会館

及び旭川市公会堂の施設改修を実施し、延命化及び利便性、安全性の向上を図ることを目的とした

屋上及び外壁改修防水工事のほか、新庁舎建設に伴うレストラン部分の解体や設計業務委託契約な

どを行ったところでございます。以上が、決算の概要でございます。

続きまして、条例改正でありますけれども、議案第７７号から第８２号につきましては関連があ

りますので、一括で御説明いたします。これらは、使用料、手数料の見直しに伴い、社会教育部が

所管する施設の条例の一部を改正しようとするものでございます。改正する条例は、旭川市公民館

条例、旭川市科学館条例、旭川市民文化会館条例、旭川市井上靖記念館条例、旭川市大雪クリスタ

ルホール条例、旭川市彫刻美術館条例の以上６本でございます。各条例の改正内容につきまして、

概要を御説明いたします。まず、議案第７７号、旭川市公民館条例ですが、各種会議室の使用料を

増額するために改正するものでございます。次に議案第７８号、旭川市科学館条例につきましては、



- 11 -

常設展示室の観覧料など３４項目のうち３３項目を増額するために改正するものであります。次に、

議案第７９号、旭川市民文化会館条例ですが、ホールの使用料など２３項目を増額、各種会議室の

使用料など７７項目を減額するために改正するものでございます。次に議案第８０号、旭川市井上

靖記念館条例ですが、常設展の観覧料を増額するために改正するものでございます。次に、議案第

８１号、旭川市大雪クリスタルホール条例ですが、音楽堂のコンサート室の使用料、博物館常設展

の観覧料など２３項目を増額、各種会議室の使用料など３５項目を減額するために改正するもので

ございます。最後に、議案第８２号、旭川市彫刻美術館条例につきましては、常設展の観覧料を増

額するために改正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 農業委員会事務局長。

○津村農業委員会事務局長 議案第７５号、旭川市農業委員会事務処理手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について、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（改訂

版）に基づき、手数料の見直しを行った結果、現地目証明を初めとした５項目の手数料について増

額するために改正しよう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 皆様から発言はございませんか。

（「なし」の声あり）

次に移ります。報告事項について、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、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９２号として提出しております、工業技術センターにおけるプレスブレー

キの購入契約につきましては、総務常任委員会所管の議案でございますが、経済部に関連する案件

でございますので、その概要につきまして説明をさせていただきます。工業技術センターに設置し

ておりますプレスブレーキにつきましては、旭川地域の機械金属関連企業が鋼材や部品の曲げ加工

に使用しておりますが、老朽化が著しく、取りかえが必要な状況にあり、また古い機種のため、仕

上がりや作業効率が悪いなどの課題を抱えていたことから、その更新のために、令和元年第２回臨

時会において補正予算の議決をいただいたところでございます。今回、購入契約の締結につきまし

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条に基づきまして、議案

として提出をさせていただくものでございます。契約の相手方は株式会社サークル商事、契約金額

は２千７２８万円でございます。以上、よろしくお願いいたします。

○林委員長 委員の皆さんから発言はございますか。

（「なし」の声あり）

それでは、次に移ります。次に、提出議案以外の事項のうち、北の恵み 食べマルシェ２０１９

の開催について、農作物の生育状況について、令和元年度教育委員会の事務に関する点検・評価報

告書について、令和３年以降の「成人を祝うつどい」の日程について、以上４件について理事者か

ら順次、報告を願います。

経済部長。

○品田経済部長 北の恵み 食べマルシェ２０１９の開催につきまして御説明いたします。今回で

１０回目の節目を迎える北の恵み食べマルシェですが、ことしは９月１４日から１６日までの３日
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間で開催をいたします。会場は昨年同様、旭川駅前広場、宮下通から７条通までの平和通買物公園、

７条緑道及び常磐公園でございます。出店者数は共催事業である駅マルシェの出店者を含め、現在

３２４店の参加を予定しております。会場構成ですが、まず、旭川駅前広場会場につきましては、

旭川ラーメンを初めとした御当地グルメや旭川市の姉妹都市である鹿児島県南さつま市など交流都

市の特産品のほか、東日本大震災や昨年９月６日に発生した北海道胆振東部地震により被災した地

域の出店者が各地の名物を販売する復興支援ゾーンを展開いたします。買物公園会場につきまして

は、旭川を初め、北北海道各地の名物料理やたいせつマルシェ、そばの里などおなじみの味覚が登

場いたします。また、ことしの学生マルシェは、旭川北高校ＥＳＳ、英語部によります英語圏のイ

ンバウンド向けの案内所を初めて設置するほか、旭川明成高校と春光台中学校の生徒にボランティ

アとして会場運営にかかわっていただくことになっております。７条緑道会場につきましては、お

なじみのスイーツストリートとして洋菓子、和菓子など幅広いジャンルのスイーツが並びます。ま

た、常磐公園会場ですが、旭川の農業の魅力をＰＲする農場バルや全国の道の駅グルメが集まる道

の駅交流ゾーンのほか、ことしのキッズマルシェは、食とスポーツのコラボをテーマに、スポーツ

クライミングやボッチャなどのスポーツ体験コーナー、食育コーナーなどを展開いたします。こと

しもレジャーシートの貸し出しを行いますので、お子様連れでピクニックのように食べマルシェを

お楽しみいただけます。また、昨年好評であった食べくらべ２００円グルメや無料の食べこぼしの

しみ抜きサービスなどの企画も、ことしも引き続き実施いたします。１０回目を記念する特別企画

についてでありますが、まずは記念エリアとして、モアマルシェを５条買物公園の旭川フードテラ

ス前に設置いたします。道北の食をデザインでアップデートするをテーマに、地元シェフとデザイ

ナーのコラボによる特別メニューやオリジナルカクテルなどを提供いたします。さらに、旭川西高

校の卒業生であり、演劇ユニット、チームナックスのリーダーを務める傍ら、ごはんソムリエの資

格を持ち、北海道の食の魅力を日ごろより発信されている森崎博之さんによるトークショーを９月

１５日に、旭川駅前広場会場ステージで行います。また、ことしは道内で秋に開催される大規模な

グルメイベント、とかちマルシェ、さっぽろオータムフェスト、はこだてグルメサーカスとの連携

企画として「秋の北海道を食べつくせ！！四大グルメイベントスタンプラリー」を初めて実施いた

します。本日パンフレットを配付しておりますが、実施期間はとかちマルシェの初日、既に実施さ

れておりますけれども、８月３０日から、さっぽろオータムフェスト最終日の９月２９日までとな

っております。豪華な景品も用意しているという内容になってございます。最後になりますが、２

千１００円分の利用券、食べマルシェお楽しみチケットを２千円で販売しております。販売期間は

９月１３日までですが、ことしは旭山動物園の一部売店のみ９月１６日まで取り扱っております。

このチケットは、食べマルシェ会場で使用できるほか、１０月１５日まで、中心市街地及び旭山動

物園の一部売店、飲食店などの北の恵み食べマルショップ参加店でも使用できるようになっており、

イベントの開催機運を高めるとともに、市外からの観光客の誘客や中心市街地の活性化を図ってま

いりたいと考えているものでございます。食べマルシェは今回で１０回目の節目を迎えますが、市

民の皆様はもとより、本市を訪れる観光客の皆様に十分に楽しんでいただけるようおもてなしの心

でお迎えをしたいと考えております。委員の皆様におかれましても、ぜひ北の恵み 食べマルシェ

２０１９に御来場いただきますようよろしくお願いいたします。

○林委員長 農政部長。
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○新野農政部長 今年度の農作物の生育状況について御報告いたします。初めに、これまでの気象

概況でございますが、ことしの雪解けは４月１０日と平年より少し遅く、５月後半から６月前半に

かけては晴れた日が多く、降水量が少ない状況が続きましたが、６月後半には気温や降水量、日照

時間とも平年並みに推移してきたところでございます。７月前半から後半にかけては、再び降水量

が少なく、その影響が心配されたことや、８月８日夜から９日にかけての大雨では、江丹別地区に

おいて降水量が１１２．５ミリに達し、ソバの圃場の浸水や倒伏の被害が一部で発生した状況であ

りましたが、これまでの作物にとっての気象概況としては、おおむね恵まれた天候で推移してきた

ところでございます。

次に、生育状況でございますが、まず本市の基幹作物であります水稲については、５月後半から

６月前半の好天により分けつが進み、７月後半から８月前半の高温も影響し、穂数、もみ数ともに

多く、８月１５日現在の作柄概況によりますと、上川地域は良、１０６％以上と見込まれていると

ころでございます。畑作物についてでございますが、豆類については、平年に比べ収量増が見込ま

れ、既に収穫作業が終了している秋まき小麦や春まき小麦につきましても、収量が平年以上である

と予想されてございます。その他といたしましては、バレイショは６月と７月の少雨の影響が心配

されましたが、小玉傾向ながら収量は平年並み以上、てん菜も収量は平年並み以上と予想されてご

ざいます。ソバにつきましては、江丹別地区については、当初から生育が思わしくなく、さらに８

月上旬の大雨の影響により収量が平年を大きく下回る可能性がありますが、その他の地区につきま

しては、今のところ平年並みに推移すると予想されてございます。最後に、果樹についてですが、

サクランボにつきましては、既に収穫を終えており、収量は平年並みと伺ってございます。また、

リンゴにつきましては、生育は平年よりやや早く、収量は平年並みが見込まれております。本年の

作物全般の生育におきましては、おおむね恵まれた天候により、水稲については良となり、その他

の作物についても、そばの一部を除き平年以上の収量が見込まれている状況にありますことを御報

告させていただきます。以上でございます。

○林委員長 学校教育部長。

○山川学校教育部長 令和元年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について御説明申し

上げます。本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により

毎年度行うこととされており、評価結果及び学識経験者の意見並びにこれに対する教育委員会の考

え方について、お手元の資料のとおり作成したものでございます。報告書冒頭の「はじめに」では、

点検・評価の趣旨のほか、点検・評価の対象・方法として、旭川市学校教育基本計画及び旭川市社

会教育基本計画に基づいた施策事業と教育委員会自体の活動状況の大きく２つを対象としたこと、

また、それぞれの点検・評価に当たっての実施方法及び学識経験者の知見を活用したことなどにつ

いて記載しております。１ページから５ページまでの第１章では、教育委員会の活動状況の点検・

評価として、会議等の状況、教育に関する事務の実施状況等について記載しております。６ページ

から５６ページまでの第２章では、計画に基づいた点検・評価として、学校教育基本計画を構成す

る４つの成果目標及び社会教育基本計画を構成する５つの成果目標ごとに、平成３０年度の主な取

り組みを整理し、それらの成果や課題を踏まえた評価をしております。

評価手法につきましては、学校教育基本計画においては、本年３月に第２期旭川市学校教育基本

計画を策定しておりますが、今回の点検・評価は、旧計画の最終年度に当たる平成３０年度の事業
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に対し行うことから、これまでと同様に、旧計画を構成する４つの成果目標における成果指標それ

ぞれについて、平成３０年度の目標値に達したものを達成、達していないものを未達成として達成

状況を示し、未達成の指標については、平成２９年度の実績値との比較結果を示しました。また、

基本施策における主な取り組みでは、具体的な取り組み内容を、今後の課題と改善に向けた方向性

では、成果指標や施策事業の進捗状況などを踏まえた上で、今後必要とされる取り組み等を上げて

おります。社会教育基本計画においては、２つの基本理念を達成するために、５つの基本目標と成

果目標を設定し、この成果目標を数値で客観的に状況を把握するため、成果指標を設定しておりま

す。なお、点検・評価の構成及び記載方法については、学校教育基本計画と同様となっております。

続いて、評価結果でございますが、学校教育基本計画においては、３３の成果指標の達成状況は、

達成が１３、未達成が２０となっており、未達成のうち、平成２９年度の実績値より向上したもの

が１１、低下したものが９となっております。社会教育基本計画においては、４１の成果指標の達

成状況のうち、達成が１９、未達成が２２となっており、未達成のうち、平成２９年度の実績値よ

り向上したものが８、低下したものが１４となっております。５７ページから６５ページまでの第

３章では、学識経験者の意見として、本報告書について、市内の大学のお２人からいただいた御意

見及びこれに対する教育委員会の考え方を合わせて掲載しておりますが、学校教育基本計画に基づ

く点検・評価につきましては、今後の課題と改善に向けた方向性において、各項目における課題と

分析、その改善策や方向性について具体的に掲載されており、とてもわかりやすいと考える。校長

を対象とした管理職マネジメント研修を新たに実施するなど、学校における働き方改革について具

体的に推進していることを評価する。基本目標２の成果指標２にかかわり、わかる授業イコール数

学が好きになるということであると考えるので、授業の質の向上への取り組みをさらに推進してほ

しい。今後も、いじめ、不登校、非行防止に向けて、道徳教育の充実の取り組みを一層進めてほし

いなどの御意見をいただきました。社会教育基本計画に基づく点検・評価につきましては、成果指

標の現状について、過去４～５年の間、実績目標目安の数字に変化がないものが多くあることから、

目標目安そのものの見直しを行うべきではないか。市民の学びを支える環境整備について、これま

で安定した参加者数を得てきた企画も毎年の見直しが必要であり、魅力ある広報や企画実施後に参

加者が他者に伝えたくなるような仕掛けを検討するべきではないか。地域における学びの循環につ

いて、ボランティア活動におけるシニア世代の活躍の場が多く設けられており、新たな人とのつな

がりができたと感じる事業参加者が多数いることは評価できるなどの御意見をいただきました。以

降、巻末は資料編となっておりまして、各種一覧等を掲載しております。なお、本報告書につきま

しては、今後、ホームページに掲載するなど、広く市民へ公表してまいります。以上、よろしくお

願い申し上げます。

○林委員長 社会教育部長。

○大鷹社会教育部長 令和３年以降の「成人を祝うつどい」の日程について御報告させていただき

ます。既に第１回定例会で議論となりまして、３月の北海道新聞で報道されたところでございます

が、成人式の日程について、これまで旭川市教育委員会では、成人を祝うつどいを国民の祝日であ

る成人の日、いわゆる３連休の最終日に開催してまいりました。しかしながら、遠方から帰省して

参加する新成人が出席しやすくなるようにとの配慮から、再来年の令和３年１月の成人式から３連

休の中日であります日曜日の開催に変更する方針としたところでございます。これにつきましては、
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９月４日に開催されました新成人による実行委員会の場で正式に決定されたところでございます。

なお、来年の令和２年１月に行われます次回の成人式は、十分な周知期間をとることができないた

めに、従来どおり、成人の日、１月１３日の月曜日の開催とさせていただく予定でございます。以

上でございます。

○林委員長 以上の報告に対して、皆様方から発言はございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

それでは次に移ります。続いて、教職員の不祥事について、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 教職員の不祥事について、御報告を申し上げます。９月２日午前９時過ぎ、

市内中学校の教諭が、本年５月２７日、市内のホテルにおいて、少女が１８歳未満であることを知

りながら現金を渡し、いかがわしい行為をした児童買春の疑いにより逮捕されました。警察により

ますと、当該教諭は、１８歳未満であることを知らなかったと容疑を否認しているということでご

ざいます。教育委員会では逮捕当日、午後４時３０分から校長会議を緊急に開催し、市内全小中学

校の校長に対し教育長から訓示を行い、事故の概要を伝えるとともに、教育公務員の倫理や職責の

重要性などの自覚をより一層高めるよう強く求め、厳正な服務規律の保持、再発防止、根絶に向け、

具体的な対策、取り組みについて指示を行いました。当該中学校では、翌９月３日、全校集会及び

保護者説明会を開催し、生徒及び保護者に謝罪を行うとともに、事故の概要と今後の対応などにつ

いて説明を行いました。今後は、生徒の心のケアを第一に、また、学校生活に影響が及ばないよう

万全を期してまいります。市内では７月にも同様の容疑で中学校教諭が逮捕されたばかりであり、

このような重大な不祥事が２度も発生したことにつきまして、深くおわびを申し上げます。まこと

に申しわけございませんでした。

○林委員長 委員の皆様に発言の有無を確認いたします。

高花委員。

○高花委員 ただいま報告がありました件について、何点かお聞きしたいと思います。

非常に、憤りを隠せないような出来事だというふうに思います。７月に不祥事が発覚したときに

も、緊急の全小中学校長会で教育長が訓示を述べられました。その際にも、再発防止に取り組むと

いうことで、校長会の中できっとお話があったと思いますけれども、その取り組みが生かされる間

もなく、今、報告があったことが再び浮かび上がりました。私が本当に一番憤りを感じているのは、

今回、逮捕された５０代の男性は、３年生の担任を持っていらしたと。実際に事件があったのは５

月２７日と、もう新学期になって、担任でありながら、担任じゃなきゃいいということではないで

すけれども、どれだけの影響を与えるかという認識が非常に甘い、そこにまず大きな憤りを感じて

おります。

でも、なかなかこの不祥事がなくならないこと、私もどうしていけばなくなくなるのか、非常に

頭を悩ませながら今、質問させていただいているわけです。まず、何点かお聞きしたいと思ってお

りますが、前回の取り組みが生かされることなく発生した今回の２回目の出来事として、重く受け

とめられていると思いますが、さらなる取り組みをどのように行ったのか。また、７月に発覚した

ときと今回発覚したときの取り組み内容で、変わった部分というのはあるのかどうか、お聞きした

いと思います。そしてもう一つ、教育委員会として、前回不祥事があったときに、各学校長の皆様
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が教職員に面談をしたというふうに伺いましたけれども、その際、今回逮捕された５０代の男性は

どのような様子だったのか。面談をした学校長はどのように把握をしたのか。その教員の日ごろの

様子、何かおかしいところなどはなかったのかどうか、その評価も含めてお聞かせいただきたいと

思います。

○佐々木学校教育部学務課教職員担当課長 教育委員会といたしましては、７月の事故発生後、直

ちに臨時校長会議を開催しまして、教育長から各校長に対し、不祥事の根絶に向け、早急に職員会

議を開催して、北海道教育委員会の懲戒処分の指針などの資料、根絶に向けた指導を徹底するよう

に指示したところでございます。また、今回の事故の後には、前回の指示事項であります懲戒処分

の指針等の周知や、管理職による教職員の面談などでの指導に加えまして、各学校において、新た

な校内組織を設置しまして、職員同士が互いに服務規律保持の徹底に向けた効果的な取り組みを継

続して進めるよう指示いたしました。また、小中学校の校長会では、不祥事根絶に係る緊急アピー

ルを各学校に発出しまして、９月、１０月を緊急コンプライアンス月間として、各学校においては、

教育長からの指示の徹底を図るよう強く呼びかけを行っております。

次に、事故者の日ごろの勤務態度、また、１回目の事故の後の面談時の様子についてでございま

すけれども、日ごろの勤務態度は、日常の業務において問題を起こすこともなく、勤務態度も普通

であったというふうに把握しております。また、校長が全職員と面談した際、今回の事故者の様子

ですけれども、特段変わった様子もなく、校長の指導を受けていたと報告を受けております。

○高花委員 特段の変わった様子はなかったということで、恐らく教育委員会としても、非常に裏

切られたように感じたのではないかなというふうに思います。本人が告知しない限りわからない部

分でありますので、当然、隠していたわけですから、何らかの罰を受けなければならないというこ

とであります。しかも、一番被害を受けるのは誰なのか、子どもたち、児童生徒であります。今回

は中学校ですから、生徒ということです。しかも３年生の担任であり、聞けば、この中学校は３年

生は１クラスしかないという中において、これから進路に向けていよいよ本格的にという一番大事

なときに、こういう事件を起こしたわけです。私は、学校全体が、他人事ではなく、しっかりと取

り組んでいかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。

９月３日に早急に保護者会を設けたということですが、そのとき、保護者の方からどのような意

見が出たのか。それに対して、教育委員会としてどのように対応されたのか、お聞きしたいと思い

ます。

○佐々木学校教育部学務課教職員担当課長 事故発生の翌日、学校は保護者説明会を開催いたしま

して、謝罪を行うとともに、事故の概要や今後の学校の対応について説明を行い、保護者からは、

子どもの心のケアに関すること、事故者が担当していた教科の指導に関すること、この２件につい

ての御意見がございました。市教委では、これらの御意見を受けまして、子どもの心のケアに関し

ましては、学校からの要請にできる限り早期対応できるよう、スクールカウンセラーの派遣体制を

整えるとともに、教科の指導については、指導を行う教員の派遣を道教委に依頼しまして、派遣の

めどが立ったことから、現在、早期派遣に向けた準備を進めているところでございます。

また、学校では、事故発生後に全生徒一人一人と担任が個別の面談を実施しまして、心配事や不

安な点などの把握や心のケアに努めるとともに、必要に応じてスクールカウンセラーと面談できる

よう準備をしております。
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また、教科の指導については、今後の授業に支障が出ないよう、教師派遣までの期間も含めて、

校内の指導体制を整備したところでございます。

○高花委員 理科の先生だったということですが、１人しかいないという中で、学校においても非

常にばたばたしていたんだと思います。その１人の教師の派遣がどれだけ大変かという部分もわか

りますけれども、子どもたちのために、きちんとした教諭の方を呼んでいただきたいなという思い

でいっぱいです。何かこう穴埋めするかのような、そういうことではなく、１人しかいない科目の

先生がこういう不祥事を起こしたということに対して、私たちができること、一番、子どもたちに

返していかなければいけないこと、その部分は絶対に念頭に入れて忘れないでいただきたいなとい

うふうに思っております。きっと今、教育委員会としてもばたばたしていると思いますけれども、

２件立て続けに起きたということは、これは本当に非常に重く受けとめなければいけないんだと思

います。誰が一番影響を受けていくのか、生徒たちだと思います。

よく中学校では、交通安全教室が行われています。学校によってさまざま名称は違うかもしれま

せんが、私も議員になる前はＰＴＡ役員をやっていて、学校側からぜひ保護者も参加してほしいと

いうことで、一つの安全教室がありました。それはスマホの危険性という内容で、中学校の全校生

徒と保護者が集まって、警察の生活安全課の方が来て、私も参加しましたが、一番印象に残ってい

ることが、裏掲示板とかいろいろなものがありますけれども、皆さんが投稿するときに、匿名で投

稿したとしても、必ずわかりますと。調べればすぐわかるんですと。生徒の皆さん、匿名で投稿し

ても意味ないですよ。保護者の皆さん、このことを知っておいてくださいと、徹底されました。今

は、匿名といってもわかるんだと、私もその教室に行きまして、すごくはっきりしました。こうい

ったことは、教職員の皆さんだって御存じだったと思うんです。

わからないと思ってやっていたのか、わかるだろうと思ってやっていたのか。それとも、個人的

なさまざまな環境で、よく魔が差したという言葉がありますけれども、私はやっぱり、当然、与え

た影響というのは大きいわけですから、年齢を知らなかったとか、そういうこと以前の問題ではな

いかというふうに思います。幾ら、先ほど言いました北海道教育委員会から来ている懲戒処分の指

針とか、服務規程を文章で読み上げたとしても、個人の倫理やモラルが崩壊していれば、幾ら文言

を言っても入っていかない。では、どうすれば再発防止できるのか、未然防止できるのか、私も今

回質問するに当たって非常に悩みました。いろいろ調べたりもしました。いじめについては、境界

線があるけれども、しつけと虐待についてはなかなか難しいということも、日ごろから悩んでます

けど、これは大人のことに関して、どうしていくのが一番いいのか。本当に悩んだあげく、私は、

一番シンプルだけれども、こういったＳＮＳやサイトにアクセスしない、これが一番ではないかと

いうふうに思います。先ほどから報告を聞いていて、教育委員会は再発防止と言っていますけれど

も、私は、どう言葉が違うかわかりませんが、未然防止ということをあえて言わせていただきます。

これに関しては、そういった関連したＳＮＳやサイトに一切アクセスしないということを徹底して

いただきたいなというふうに思いますが、見解をお聞かせいただけますでしょうか。

○佐々木学校教育部学務課教職員担当課長 今回の２件の事故は、サイバー補導による逮捕事案で

ございまして、ＳＮＳ等を介して事故に至ったというものでございます。委員御指摘のとおり、こ

のような事故の未然防止策としては、ＳＮＳ等の利用について、こういったサイトや関連したＳＮ

Ｓをやらないといった教職員一人一人の自覚を促すことが必要と考えております。先ほど申し上げ
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ましたが、今回の対策として、各学校には教員一人一人と面談して、不祥事根絶に向けての意思確

認と、勤務等に関する相談を実施することを指示しておりますけれども、市教委では、未然防止に

向けて、教職員のＳＮＳ利用に関する注意喚起を促す資料を作成し、学校に配付した上で、各学校

では、実施する個人面談の中で、資料を活用したＳＮＳ等の危険性の理解、このような犯罪につな

がる可能性のあるサイトやＳＮＳ等にはアクセスしないといったことを徹底し、今回のような事故

が起きることがないよう未然防止を図ってまいりたいと思います。

○高花委員 徹底していきたいということでしたけれども、先ほども言いましたが、サイバー補導

ということにおいては、絶対わかります。本当にそこの認識が非常に甘いのではないかと思います。

もしかしたら今後もこういうことが出てくるかもしれません。そうしたときに、ちょっとこれはき

ついかもしれませんが、校長先生にも何らかのペナルティーがなければ、本当にその学校の体質が

変わるだろうか。一つは、教育委員会としての体質改善も必要かもしれない。今、学校に対しての

信頼がなくなってくる。私は、学校だけの問題として捉えるのではなく、所管の部局の皆様方の対

応力というか察知力、そういったことも高めていかなければいけないのではないかというふうに思

っております。そういったことを指摘させていただいて、もう一度、今後の未然防止に向けての取

り組みをどうしていくのか、伺いたいと思います。

○山川学校教育部長 教育職員の不祥事につきましては、児童生徒に対する教育そのものに重大な

影響を及ぼす、また学校教育に対して、保護者ですとか地域の皆様方の信頼を著しく損なう、教育

に思いを傾けていただいている方、また、教育に携わる方を裏切るということについて、学校教育

そのものの足元が崩れかねない状態に陥るものと考えてございます。これまでも不祥事防止に向け

ては、経験年数に応じた研修会での指導ですとか、継続的に通知を発出いたしまして、注意喚起を

行ったり、コンプライアンス月間を設定いたしまして、道教委とも連携して取り組みを進めていた

中で、２度、このような事故が発生してしまったということにつきましては、信頼の上に成り立っ

ている、あるいは信頼にしっかりと応えなければいけない、そういう学校教育において、極めて憂

慮すべきことだというふうに認識してございます。

先ほど、委員からも御指摘がございましたけれども、これまでも、それぞれの取り組みを進めて

はおりますが、その見直しですとか改善をしっかり行いまして、継続的に取り組むということはも

とより、今回の事件で申しますと、ＳＮＳやサイトといったものについて、犯罪につながるおそれ

があるんだということをしっかり理解していただくということでは、校長との個人面談の場ですと

か、校内研修の場を使いまして、理解を深めるための取り組みを一層充実していかなければならな

いというふうに考えてございます。

また、今回新たに学校と取り組むこととしております、校内の中に服務規律に関する校内委員会

をそれぞれ立ち上げまして、校長の面談だけではなくて、先生方が自発的にその校内委員会の中で、

日ごろから服務規律に関して取り組んでいくというようなことを学校にお願いをして、一緒に取り

組むということで進めていきたいと考えてございます。この校内委員会においては、教員が自発的

に取り組むということで、同僚の先生方とのコミュニケーションを十分に図りながら、その注意喚

起ですとか、悩みの解消ですとか、ストレスの解消ですとか、そういうことをしっかりと図って、

この事故につながるような要因を取り払いながら、未然防止にしっかりと取り組んでまいりたいと

いうふうに考えています。また、この不祥事については、さまざま要因がございますけれども、そ



- 19 -

の要因の分析もしっかりと行って、各学校の取り組み状況なども把握しながら、市教委といたしま

しても、学校の校内研修に資する資料を提供するなど、一層の充実を図ってまいりますし、この強

い覚悟を市教委と学校が共有しながら、しっかりと再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考え

てございます。

○高花委員 最後に指摘させていただきます。先ほどから何度も学校教育部長も課長も言われてい

ますが、服務規程とか、道から言われている懲戒処分の指針だとか、そういうのは日ごろから、き

っと皆さんで学んでというか、読み合っているんだと思いますけれども、そうしていてもこういう

ことが起きたわけですから、それ以上のことをしていかなければいけないということと、皆様方が

これまでと同じような姿勢では変わらないということは、強く指摘して、目の色を変えて、現場に

行ったときには形相を変えるぐらいじゃなければ、教育の崩壊というのは、未来の大事な子どもた

ちにとっても一生の記憶に残る部分ですので、そこはやっぱり徹底して排除をしていく取り組みを

期待したいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○林委員長 他に御発言ございませんか。

（「なし」の声あり）

次に移ります。続きまして、３番、旭川観光大使について、御発言の有無を確認いたします。

菅原委員。

○菅原委員 もう少しおつき合いいただきたいと思います。ちょっと残念な事件が続いて、暗い雰

囲気になりましたが、元気に質疑していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

観光大使についてですが、若干触れていきたいと思っております。初めに、観光大使の目的、あ

るいはどのような人に委嘱をしているのか、また任期などについて御説明いただきたいと思います。

○吉川観光スポーツ交流部観光課長 旭川観光大使は、本市出身者やゆかりのある方など、本市を

応援してくださる方々の人脈や発信力を活用し、旭川観光の振興を図ることを目的としております。

観光大使につきましては、本年８月末現在で７９人の方に御就任をいただいております。こうした

観光大使の方々の職業などはさまざまでございますけれども、市外にお住まいの方で、本市にゆか

りのある各方面において活躍されている方、情報発信力のある方を委嘱しているところでございま

す。また、任期につきましては、委嘱の日から起算して３年目の年度の末日までとしておりまして、

任期終了時には、再任の確認を行い、御承諾をいただけた方には、引き続き大使を務めていただい

ているところでございます。

○菅原委員 今、７９名の方に観光大使をお願いしているということでありますけど、遠慮するこ

となく、まだ発掘すれば、旭川にゆかりのある方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひそ

んなような取り組みもしていただければと思っています。例えば、今、ＢＳのＮＨＫでやっている

グレートトラバースの田中陽希さんとか、たしか彼は旭川大学高校出身ですね。旭大星なんかも旭

川大学高校出身です。それから日本ハムファイターズのピッチャー玉井大翔だとか、スノーボード

の竹内さんとか、あるいは最近特に有名になってきましたけど、旭川北高出身のイラストレーター

の佐藤みきさんとか、かなり有名な方がいらっしゃいますので、アタックしていただければと、そ

んなふうに思っています。

それで、表現の仕方が悪いんですけど、観光大使にちゃんとやっていますかなんてことはもちろ

ん聞けないわけでありますが、ちゃんと活動できるようなサポートについて、どのようになってい
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るのか、お聞きしたいと思います。

○吉川観光スポーツ交流部観光課長 観光大使には、制度の目的に御賛同いただき、御就任いただ

いておりますことから、御自身の活動のさまざまな場面において、積極的に旭川観光のＰＲを行っ

ていただいているものと認識しております。観光大使は、無報酬でお引き受けいただいているとこ

ろでございまして、その活動を円滑にするため、随時、名刺を作成してお渡しし、ＰＲに御活用い

ただいております。また、季節のイベントや観光情報などをお知らせする観光大使通信を年３回発

行し、広報誌「あさひばし」と合わせてお送りするほか、観光パンフレットについても、御連絡に

応じてお送りし、情報の提供に努めているところでございます。

○菅原委員 名刺の件でありますが、いろいろサービスがついているということでありますけれど

も、やっぱりもう少し突っ込んだサービス方法はないかなと思うんです。きょうは坂東園長がお見

えですけど、思い切って入園料をただにするとか、あるいはスタンプラリーのようなものをつくっ

て、例えば５カ所つくったら、５カ所全て回るのはつらいから、２カ所ぐらい回ったらあさっぴー

のバッジをあげたりとか、いろんな方法があると思いますので、何とか検討していただければと、

観光大使の方がたくさんＰＲできる、そういったものをぜひつくっていただければと、そんなふう

に思っています。よろしくお願いいたします。

簡単な質問ばかりで恐縮なんですけど、今、観光大使は旭川以外の方なんです。旭川以外の方で

ないと観光大使にはなれない。でも本来、僕は旭川市民の方が一番旭川のことを存じ上げているし、

ＰＲできると思うんです。ですから、観光大使ということではなくて、旭川をＰＲできる体制とい

いますか、例えば、仮称ですけど、旭川の観光サポートクラブのような、そこには市民の方も、あ

るいはいろんな団体の方も、あるいは、例えば飲食店関係の方もみんなが入れて、そしてそこで市

民がＰＲできる、そのような体制ができれば、旭川をもっともっとＰＲできるんじゃないかと思う

んですが、いかがでしょうか。

○三宅観光スポーツ交流部長 観光大使でございます。先ほど課長から答弁させていただきました

とおり、本市以外にお住まいの方に、国内外のさまざまな地域において、御自身の人脈、また知名

度を生かして、本市の魅力発信いただくこと、これを狙いとした制度でございます。そういう意味

では、市内在住の方は対象としていないところでございますが、今委員から御指摘いただいたとお

り、本市に在住している旭川市民の中にも、本州だとか海外に頻繁に出張に行くなど、本市をＰＲ

する機会をお持ちの方も大変多くいらっしゃると認識しております。私自身も、この役職をいただ

く前に観光課のスタッフの時代が４年間ありましたが、これまでも市内において、例えばある業界

の支店長の皆様、ほとんどいわゆる転勤族と言われる方たちでございましたが、そういった方たち

のお集まりの場とか、また会社経営者など、多く参加いただいている団体の会合の冒頭に一部お邪

魔して、市内観光の話をさせていただいたようなことが、これまでも複数回ございました。今後は、

当然、やっぱり観光大使の皆様の活動はもとよりでございますけれども、こうした市内におられる

観光のＰＲにお力をいただけるような、まさに本市観光をサポートしていただけるような方々と、

さらにつながりを広げながら情報発信していくことが、大切な視点であると改めて認識していると

ころでございます。そうした観光ＰＲを多様な展開という視点でさらに進めていくことができるよ

う、今後しっかりまた検討し、取り組んでまいりたいと考えております。

○菅原委員 今、部長のほうから多様な展開ということで言っていただきましたけど、市民からよ
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く聞くのは、市はＰＲが下手だと。実際には、いろんな事業を展開されたり、ＰＲもしているにも

かかわらず、どうも市はＰＲが下手だということを聞くんです。僕も以前、そういうふうに思って

いました。やっぱり内容がわかっていないんじゃなくて、どんなＰＲをしているのか、あるいはど

こに発信しているのかだとか、どんな事業を展開しているのかだとか、その一つのきっかけを観光

大使の皆様に担っていただいて、いろんなＰＲをしていただく、それは全然オーケーだし、そのと

おりだと思いますが、もっと市民を巻き込んだ形で、観光大使のような役目を市民を挙げて、ある

いは市を挙げてやれるような体制をとったらどうかなと、そんなふうに思って、きょうは質問させ

ていただいたわけであります。何とか、今後そのような御検討をしていただければということを指

摘して、質疑を終わります。

○林委員長 他に御発言ございませんか。

（「なし」の声あり）

それでは、以上で散会いたします。

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

散会 午前１１時３９分


