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開会 午前１０時０１分 

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

○中野委員長 それでは、これより総務常任委員会を開会させていただきます。本日、欠席、おく

れる等の連絡はございません。 

１番、市の総合企画に関する事項について、（１）第８次旭川市総合計画基本計画見直しについ

て、理事者から説明をお願いいたします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 第８次旭川市総合計画基本計画見直しについて、御説明申し上げます。 

第８次旭川市総合計画の基本計画は、社会経済情勢の変化等を踏まえまして、原則、４年ごとに

見直すこととしております。令和元年度が第１期の見直し時期になりますことから、昨年度から見

直しに向けた取り組みを進め、令和元年１２月に第８次旭川市総合計画基本計画改定版を策定した

ところであり、本日、資料として御配付してございます。 

基本計画の見直しに当たりましては、資料の基本計画改定版の表紙をめくっていただきまして、

１ページになりますが、第８次旭川市総合計画の見直しに当たっての２段落目に記載しております

けれども、まず第８次旭川市総合計画進捗状況報告書を作成いたしまして、これまでの成果や課題

を把握したほか、見直しの要素や次期の基本計画に向けた考え方の整理を行ったところでございま

す。 

次に、進捗状況報告書の内容や社会経済情勢の変化等を踏まえまして、平成３１年４月に第８次

旭川市総合計画基本計画見直しの考え方を決定し、子どもに関する喫緊の課題への対応、スノーリ

ゾート地域の構築などによる通年滞在型観光の推進、多発する自然災害への対策、持続可能な開発

目標、ＳＤＧｓの方向性と連動した施策の推進などの視点をまとめ、見直しを行うこととしたとこ

ろであり、この考え方を踏まえまして基本計画の改定案を決定し、その内容につきましては、令和

元年８月２０日の総務常任委員会で御報告させていただいたところでございます。その後、改定案

についての意見提出手続や市民説明会を実施するとともに、旭川市総合計画審議会に諮問を行い、

計４回にわたる審議の結果、同審議会から答申を受領するなど市民の皆様から御意見をいただいた

ところであり、主に、認知症対策の推進や福祉や介護にかかわる人材の確保が必要であるという意

見を踏まえ、１３ページにあります基本政策３、互いに支え合う福祉の推進の現状と課題と施策１

に、それらについての表現を追加し、また、雪を災害として捉えた対策が必要であるという御意見

を踏まえまして、２７ページの基本政策１０、安心につながる安全な社会の形成の現状と課題の大

規模自然災害等の例に雪害という表現を追加し、あわせまして、地域まちづくり推進協議会の活動

が活発化してきているという御意見を踏まえまして、２９ページの基本政策１１、市民、地域、行

政が結び付き、心が通い合う環境づくりの施策２に、地域まちづくり推進協議会を通じた各団体の

連携による活動の促進という表現を追加するなどの反映を行いまして、令和元年１２月２７日に基

本計画の改定版を策定したところでございます。 

以上のように、基本計画の見直しにつきましては、社会経済情勢の変化や本市を取り巻く情勢の

変化に対応するほか、市民の皆様の意見を反映しながら取り組みを進めてきたところであり、今後

も改定後の基本計画のもと、第８次旭川市総合計画に掲げます目指す都市像の実現に向けて、計画

を着実に推進してまいりたいと考えてございます。なお、本日御配付しました基本計画の改定版に
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つきましては、総務常任委員会終了後、全議員にお配りさせていただきます。以上でございます。

何とぞよろしくお願いいたします。 

○中野委員長 ここで、委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、次に進みたいと思います。 

（２）旭川大学をベースとした公立大学の設置に係る課題整理の結果について、理事者から説明

をお願いいたします。 

大学公立化担当部長。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 お手元の資料に基づきまして、旭川大学をベースとした公

立大学の設置に係る課題について説明させていただきます。 

それでは、１ページのはじめにをごらんください。旭川大学をベースとした公立大学の設置を検

討するに至った経緯などのほか、旭川大学の公立化に関する最終的な判断に資するために、課題の

整理内容をまとめたものであるということなどを記載しております。 

次に、２ページから５ページにつきましては、これまでの検討に係る経過として、大学から市へ

の要望書の提出、有識者懇談会や旭川大学の市立化等調査特別委員会の開催状況、旭川商工会議所

やあさひかわ商工会、北海道中小企業家同友会道北あさひかわ支部からの旭川大学の公立化等に係

る要望書の提出状況などをまとめております。 

次に、６ページから９ページにつきましては、旭川大学の現状についてまとめております。まず、

６ページについては、学校法人旭川大学の組織についてでありまして、法人内には大学、短期大学

部のほか、高校、幼稚園、専門学校があります。次に、７ページをごらんいただきたいと思います。

旭川大学の大学院と大学の定員と現員、充足率をまとめております。大学全体の充足率は８０％を

超えており、保健看護学科は定員を超えて学生を確保しております。コミュニティ福祉学科につい

ては、６０％前後の充足率で推移しております。次に、８ページをごらんいただきたいと思います。

短期大学部の定員と現員、充足率をまとめております。短大全体の充足率は約６０％から８０％程

度で推移しておりまして、年度により学生確保にばらつきがあるような状況です。 

次に、９ページをごらんいただきたいと思います。学校法人会計基準が変更された平成２７年度

以降の大学と短大、それぞれの財務状況をまとめております。学生数の変動などにより各年度で収

支にばらつきがありますが、赤字傾向にあります。 

次に、１０ページをごらんいただきたいと思います。１０ページから１３ページについては、高

等教育機関を取り巻く状況と学生の確保についてまとめております。まず、１０ページについては、

平成２９年度の中核市における人口と大学、短期大学の学生数の分布状況をまとめております。こ

の分布状況から見ますと、全体の傾向として旭川市より学生数が多いことがうかがえます。また、

旭川市と人口規模が同程度の市は、前橋、高知、大津、越谷の４市であり、いずれの市も旭川市よ

り学生数が多い状況であります。旭川市より人口が少なく、学生数も少ない市は、いわき、那覇、

八尾、八戸、呉の５市でありますが、いわき市を除いて人口に占める学生数の割合で見ますと、旭

川市と同程度以上となっております。旭川市より人口が多く、学生数が少ない市については、横須

賀、尼崎、川口の３市でありますが、いずれも大都市圏に所在している市であります。 

次に、１１ページをごらんいただきたいと思います。本市の高等学校卒業者のうち、進学決定者
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の進学先の推移をまとめております。全体の約７割が市外へ進学しております。仮に、市内の高等

教育機関がさらに減少した場合には、より多くの若者が市外へ流出し、地域への人材の供給が困難

となる可能性もあると考えております。 

次に、１２ページをごらんいただきたいと思います。学生確保についてでありますが、平成２９

年度に行った市内の高校２年生を対象としたアンケート結果と、平成３０年度に行った市外の高校

２年生を対象としたアンケート結果を掲載しております。まず、ページの左側についてなんですが、

市内の高校２年生のアンケート結果では、旭川大学が進学対象となるかという設問については、１

千３３２人の回答者のうち２６．６％の３５４人から対象となるとの回答が得られており、進学先

として希望する地域が旭川市内としている学生が１７５人でありますので、他の地域を希望する高

校生からも一定数の回答が得られているものと思われます。次に、ページの右側では、短大に進学

を希望していて、旭川大学短期大学部が進学対象となるかという設問については、１０８人の回答

者のうち４７．２％、５１人から対象となるとの回答が得られております。ページの下部のほうに

掲載しておりますが、平成３０年度に行った市外の高校５校を対象にした高校２年生へのアンケー

ト結果では、大学、短大進学希望と回答のあった５５１人のうち、１３％の７４人から旭川大学が

進学対象となり得るとの回答が得られております。市外の高校生においても公立化後の旭川大学・

短大に対しては一定の進学のニーズはあるものといった結果が得られております。 

次に１３ページをごらんください。ここでは、公設民営等の私立大学が公立化している事例を掲

載しております。公立化するタイミングで志願倍率が上昇し、その後落ちつく傾向にあります。こ

れまで行ってきたアンケート結果や公立化をしている大学の事例からは、旭川大学をベースとした

公立大学を設置した場合には、学生確保は可能と考えておりますが、今後予想される１８歳人口の

減少を踏まえると、多くの学生から進学先として選ばれるような魅力的な大学となるための取り組

みは必要だと認識しております。 

次に、１４ページから２３ページについては、旭川大学をベースとした公立大学の設置に係る課

題の整理として、運営収支、法人分離後の高校等の運営等、教職員の体制づくり、学生の募集、新

学部の設置、公立化に向けての現旭川大学としての取り組みについてまとめております。 

まず、１４ページから１６ページについては、公立化後の大学運営収支についてであります。１

４ページにつきましては、試算に当たっての条件設定で、収入に影響する項目について掲載してお

ります。条件設定において特徴的な部分について御説明申し上げますと、試算している期間につい

ては、公立大学が定めなければならない中期目標の期間、６年間の２期分であります１２年間分を

試算しております。また、大学への運営交付金の原資となります地方交付税の算定基礎となる基準

財政需要額の単価を、平成２５年度から令和元年度までの減少傾向などを踏まえて設定しておりま

す。ただ、短大の単価であります家政・芸術系につきましては、平成２６年度に単価が上昇してお

りますので、単価を現状維持として試算しております。また、地域内の入学者については、他の公

立大学と同様に減免を予定しておりまして、大学は入学金の３０万円を２１万円に、短大は２０万

円を１４万円にそれぞれ３分の１減免しまして、試算上の対象者数は入学者の４割と想定しており

ます。続いて、１５ページをごらんいただきたいと思います。支出に影響する人件費について掲載

しております。その試算に当たりましては、専任教員は市が設置している公立大学法人の多くが採

用している基準と同水準としまして、特任教員は現状と同水準として試算しております。職員につ
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いては、専任職員については旭川市の行政職と同水準として、特任職員は、現状と同水準として試

算しております。また、公立化のタイミングで事務職員４人を増員することを想定しておりまして、

年間の人件費総額を８億５千３９４万６千円と試算しております。また、新学部を設置した後の人

件費の試算では、基準上必要な教員の１９人に加えて、３人を増員するとともに、事務職員につい

ても４人を増員することを想定しておりまして、人件費総額は年間１０億９千５８１万９千円と試

算しております。１６ページに、これらの試算結果を掲載しております。公立化後、新学部を設置

する３年目、４年目は一時的に収支がマイナスになると見込まれますが、１２年後も収支はプラス

になるものと見込んでおります。今回の試算結果については、地方交付税の算定基礎となります基

準財政需要額の単価の減少を見込んでおりますが、学生確保はもちろんのこと運営に当たっては、

その時々の状況に応じまして、コスト意識を持って大学運営に当たる必要があると認識しておりま

す。 

次に、１７ページ、１８ページをごらんください。平成３０年度決算時点で整理したもので、今

後変更になる可能性はあるんですが、法人分離後の高校等の運営等として法人分離に伴う財産分与

についてまとめております。まず、１７ページですが、ア、平成３０年度決算時点での学校法人旭

川大学の金融資産は２７億１千万円、イ、公立化に伴う大学、短大の教職員の退職金を精算するた

めに必要な経費を４億３千万円と見込んでおります。ウ、大学、短大の今後必要となる施設の耐震

化や修繕に係る費用として３億４千万円と見込んでおります。下のほうに内訳を掲載しております。

１８ページをごらんいただきたいと思います。１８ページにこれらを踏まえた結果をまとめており

ますが、アの２７億１千万円からイ、ウを引くと、１９億４千万円となり、そのうち、約３億円を

大学、短大に継承すると。残る１６億４千万円が高校、幼稚園、専門学校に引き継ぐ考えを旭川大

学から確認しております。これらを踏まえますと、公立化後の大学、短大の当面の運営に支障は生

じないものと考えておりまして、高校等についても引き継がれる金融資産により当面の運営に支障

は生じないと思われます。また、公立化に伴い生じる費用として大学、短大の施設、土地の資産評

価や財務・人事評価システムの整備に伴う費用が生じますが、大学、短大に継承される約３億円の

資産で対応する考えであります。そのほか、新学部の設置に伴い、施設、設備に係る費用について

は、市の財政負担が生じるものと考えており、その費用の目安としては少なくとも、平成３０年度

にトーマツが試算した約７億２千万円程度の負担は生じるものと想定しております。 

次に、１９ページをごらんいただきたいと思います。教職員の体制づくりについてでありますが、

公立化する場合は運営主体が変更となり、新理事長、新学長のもとで大学が運営されることなどを

踏まえ、教職員の採用の要否を判断したいと考えております。教員につきましては、学位や論文、

業績評価、面接、小論文により採用の要否を判断したいと考えておりまして、職員については面接

により採用の要否を判断したいと考えております。なお、採用の要否を判断する対象としては、専

任、再任用、特別任用の教職員を想定しており、人数としては１００人以上であります。 

次に、２０ページをごらんいただきたいと思います。学生募集についてでありますが、一般入試

と推薦入試については、それぞれ５割程度と設定しております。地域枠については、１学年の定員

３５０名に対して約２３％の７９名と設定しております。また、学部、学科の一部が重複している

名寄市立大学は、一般入試の日程が前期、後期となっておりますので、できるだけ志願者数に影響

を与えないように、旭川大学を公立化した場合は、前期、中期と設定したいと考えておりまして、
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こうした考えについては、名寄市にもお伝えしているところであります。また、２１ページには参

考として旭川大学と名寄市立大学との学部、学科の重複している状況や道内の公立大学における地

域枠の設定状況をまとめております。 

次に、２２ページをごらんいただきたいと思います。新学部についてでありますが、平成３０年

度に旭川に公立「ものづくり大学」の開設を目指す市民の会と、大学、市の３者でまとめました地

域創造デザイン学部の構成や特徴を掲載しております。この地域創造デザイン学部については、学

部の核となるデザイン思考をベースとしつつも、設置に当たっては専門的な知見を活用しながら、

カリキュラムなどの具体的な内容を整理していく必要があると考えております。 

次に、２３ページをごらんいただきたいと思います。公立化に向けた現旭川大学の取り組みにつ

いてでありますが、既存の学部、学科にかかわる取り組みでは、経済学部につきましては、経済学

を基本的に踏襲しながらも、地域において実践的に学びを生かすことのできる経営学分野に重きを

置くことを目指して、カリキュラムを見直しする考えであり、保健福祉学部コミュニティ福祉学科

については、短期大学部の生活福祉専攻廃止に伴って、介護福祉養成課程の導入を検討しておりま

す。また、短期大学部生活学科生活福祉専攻については、令和２年度以降の入学者募集を停止しま

す。新学部の設置等では、既存学部間の垣根を越えた連携を行うことにより、学生間の学習の相乗

効果を図るとともに、語学や各種資格などが取得できるような学習環境を整える考えを大学から確

認しております。検討体制の整備では、旭川大学の意向として、公立化を令和４年度、新学部の設

置を令和６年度と想定しており、そのスケジュールに合わせて職員の加配採用等を大学として考え

ております。 

次に、２４ページ、２５ページをごらんいただきたいと思います。今後想定しておりますスケジ

ュールについてであります。まず、公立大学の設置時期などについてでありますが、旭川大学と協

議した結果、２５ページにもありますように公立大学の開学を令和４年度、新学部の設置を令和６

年度としております。戻っていただきまして２４ページには、公立大学開学前のスケジュールをま

とめております。公立化までに公立大学法人の定款等に係る議会の議決や、国への設置者変更の手

続、教職員の体制づくりに向けた準備などを行う必要があります。また、２５ページに、公立大学

開学後のスケジュールをまとめておりますが、主に新学部の設置に関する手続が中心となり、新学

部の設置までに設置構想を策定し、施設等の整備、教員の確保、国への認可申請などを行う必要が

あります。 

最後に、２６ページ、２７ページをごらんいただきたいと思います。目指す公立大学の姿につい

てであります。２７ページには、公立大学の理念について、有識者懇談会の報告書で整理した内容

を一部抜粋しながら掲載しておりますが、２６ページにこの報告書の内容や市長の意向を踏まえ、

人材育成、教育・研究機関、地域貢献の３つの視点で整理しております。１つ目は、先行きが不透

明な時代に生き抜く力を身につけることができる大学、２つ目は時代の変化を見据え、常にチャレ

ンジする大学、３つ目は、大学の研究活動など知の拠点として、地域に頼られる大学としておりま

す。仮に公立化となった場合については、新学長のもとで公立大学の理念などの詳細を定めていく

こととなります。 

以上、旭川大学をベースとした公立大学の設置に係る課題整理の結果について御説明申し上げま

した。本日配付いたしました資料につきましては、総務常任委員会終了後、全議員にお配りさせて
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いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 ただいま、旭川大学をベースとした公立大学の設置に係る課題整理の結果について

説明がございました。委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。 

えびな委員。 

○えびな委員 きょう、旭川大学をベースとした公立大学の設置に係る課題整理の結果の報告があ

るということは、１週間、もうちょっと前でしょうか、聞いておりましたけれども、この資料自体

は、私どもは、きょう初めて見ました。慣例のほうがいいのかどうかという問題もありますけど、

課題整理の結果を見せてもらったんですが、私たちの頭はなかなか整理し切れていないのかなとい

う感じはいたします。諸事情の中で、そういうふうにされたということは理解しなくはないんです

けれども、我々としては非常に窮屈な中で、しかも、課題整理ということは非常に大きなことだと

いうふうに捉えた中では、きょう、午前中にこれを全部議論するとしたら、私のほかにあと２人ほ

ど質疑されるということを聞いておりますので、時間帯からしてもなかなか厳しい中での質疑にな

るのかなというふうに思っております。 

今回、１２月中に課題整理をするということでしたので、１２月中には答えていただけないとい

うことで、あらあらの課題整理の報告の時期をお聞きしておりました。それがきょうだということ

だと思います。そういう意味で、１２月中の課題整理を終えて報告をしたということだと思います

が、これでいよいよスタートを切れると判断したという解釈でよろしいんでしょうか。お答えいた

だきたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 今回の報告についてでございますが、先ほど部長からの報告でも申し上げ

ましたとおり、あくまでも旭川大学をベースとした公立大学の設置に関する最終的な判断に資する

ための報告書を作成し、本日その内容を説明させていただいたものでございますので、スタートを

切れるかどうかの判断については、今後になるものと考えております。 

○えびな委員 今後になるということは、恐らくは、まだ整理しなきゃいけない課題もあるのかな

というふうに想像いたしましたし、そういう意味では今答えられないかもしれませんけど、一体い

つごろになったらスタートを切れるということなのか。通告しておりませんけれども、答えること

ができれば答えていただきたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 スタートというその部分で言うと、どこをどういう時点で

スタートというふうに言えるのかどうなのかというところがあると思うんですけど、まず、この課

題整理の結果を踏まえて市長が判断して、その内容を議会のほうで審議していただいて、議会のほ

うで審議された結果が、賛同していただけるような状況になった後にスタートを切れるというよう

な状況になるのかなというふうに思っております。 

○えびな委員 ということは、市長にこの報告書をお見せして、市長が判断した時点で、我々議会

として、少なくとももう一回はこのことについて議論できるという、そういう機会があるというこ

とでよろしいんでしょうか。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今後の話ですが、そういう議論をしていただく機会はある

というふうに思っております。 

○えびな委員 機会があるということですので、少しだけ安心いたしましたけれども、我々もこれ

を見せていただいて、短い時間でこれをさっと頭に入れて細かく質問しようというのもなかなか難
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しいことだと思いますので、今回できない部分については整理して、疑義があればまた改めて皆さ

ん方に質疑させていただきたいというふうに思います。 

理解できなくはないんですが、これは議会と理事者とのやりとりの中で、どういう表現を使った

らいいかわかりませんけれども、議会としては、調査特別委員会を設置したほうが市長からいろい

ろお聞きできるんじゃないかということで調査特別委員会を開きました。しかし、会派によってこ

れは受けとめ方が違うと思うんですが、実際はなかなか議会としては、きちっとした結論を出せな

い。ゴーなのか、それともウェイトなのか、ウェイトのほうになるかもしれませんけれども、その

辺で食い違いといいますか、認識の違いがあったのかもしれません。ただ、公立ものづくり大学の

設置ということで、平成２３年の秋に要望があって、その後署名が提出されたと。それから平成２

８年の２月になって、旭川大学から公立化の要望が出てきたという中で、非常に時間がたっている

わけですよね。平成２８年の２月からすると、そうでもないと思うんですけれども、最初の平成２

３年の秋からするとかなりの期間が経過しているという意味で、なぜ今、ようやく課題整理なのか

ということのちょっと疑問があります。そういう意味で、今になった理由を改めてお答えいただき

たいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 公立大学の設置の検討については、今、委員からお話があ

りましたようにかなりの期間を要しておりますが、旭川大学をベースとした公立大学の設置の検討

については、平成２８年２月の旭川大学からの要望書の提出を契機に、平成２８年度から本格的に

検討しているという状況です。これまでの間、議会においては調査特別委員会というものが設けら

れまして、その最終報告の中では、公立大学を設置した場合の利点もまとめられましたが、一方で

さまざまな課題などがあり、特別委員会としての意見は集約されることはなかったと。こうした状

況、こうした特別委員会の調査結果や各会派の意見を踏まえまして、旭川大学や文部科学省に市長

が直接確認した結果として、公立化の取り組みを断念せざるを得ないような状況にはないと判断し

まして、引き続き課題の整理に向けて取り組むというふうにされたと、そうした結果を踏まえて今

回の課題の整理の結果を報告させていただいているというところであります。 

○えびな委員 説明としてはよくわかります。その部分を幾らやりとりしても前に進みませんので、

また足りない分をほかの委員の皆さんから質疑していただければと思います。 

今回の報告が、令和４年度には公立大学としてスタートさせたい、しますということなわけです

から、さっきのもう一回議論というのは、その前に当然、早目に議論できる場があるんだろうなと

いうことは思うんですけれども、こういった形の報告というのは、令和４年度開学前の最後の報告

というふうになるのか。ならないんだとしたら、細かくは答えられないのかもしれないですけど、

あと何回ぐらい、どんな内容にかかわっての報告があるのかということについてもお答えいただき

たいと思います。さっきも申し上げたように、最後だとしたら、特別委員会でかなりの時間を費や

してやってきて結論が出なかった議論が、その後のこの２時間弱の委員会の中で、この短い時間に

結果として封じ込められたというふうに受けとめられてもおかしくはないんじゃないかと。作為的

じゃないにしろ、そんなこともちょっと感じますので、この辺のところはいかがでしょうか。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今回、報告させていただきました課題の整理の結果につき

ましては、これまでの調査特別委員会においての関連する内容の質疑などを踏まえたものでありま

して、そういった点においては十分な報告ができたのではないかと認識しております。また、今回
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の報告が最後となるかどうかについては、この報告を受けた後の議論にもかかわることになると思

いますので、現時点ではちょっとお答えすることができないという状況にあることを御理解いただ

きたいと思います。 

○えびな委員 回数まではちょっと無理かなと思ってはいたんですが、いずれにせよ可能性は残さ

れているということで受けとめさせていただきたいと思います。 

資料の中身に入らせていただきます。事前に項目的には口頭で説明を受けておりますが、資料を

初見で質問することは難しいわけですけども、１４ページ以降が課題の整理ということになると思

います。まず１４ページから１６ページに、運営開始から公立大学が定めなければならない中期目

標を意識した１２年間分の運営収支について記載があります。この運営収支の根拠をそれぞれ示し

ていただきたいと思います。また、こういう質問はもしかしたら愚問かもしれませんけども、運営

収支は妥当だと考えているのか、考え方をお示しいただきたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 運営収支の根拠とその妥当性についてという御質問かと思いますが、まず

運営収支の根拠でありますけれども、収入については資料の１４ページに記載しておりますとおり、

項目が多岐にわたっておりますが、定員充足率につきましては、他の公立化の事例ですとか、全国

の公立大学の定員充足の状況から、定員以上を確保していると、そういう状況がありますので、最

低でも１００％にはなるとの判断から設定しております。志願倍率につきましては、３倍というこ

とで設定しておりますが、こちらは道内公立大学の直近の平均志願倍率が３倍以上であることから、

同じ水準が見込まれるものとして３倍として設定し、その下の退学率につきましては、定員を超え

る学生の受け入れということが実際、可能な状況もありますので、そういう定員超過の学生受け入

れも想定した上で、その見合いとしてゼロ％としております。 

また、同じ資料１４ページの中段に入学金等の表を整理しておりますが、入学金については大学、

短期大学部ともに、全国の公立大学の平均ですとか道内の他の公立大学の状況などを鑑みまして、

大学については３０万円、短期大学部については２０万円とそれぞれ設定しているところでありま

す。そして、地域内から入学する学生に対しての入学金の減免については、その表の下のほうにコ

メントがありますが、他の公立大学の減免割合を参考にいたしまして、地域内からの入学生につい

ては３割の減免を想定しているところでございます。 

続きまして、授業料については、他の公立大学の状況を参考にしておりますが、大学については、

これは標準的な額ということになりますので、５３万５千８００円と設定しております。短期大学

部については、３９万円としているところであり、施設設備費、実験実習費については、現旭川大

学と同様の金額としております。今後、予定しております新学部の部分についての施設設備費と実

験実習費につきましては、現在の時点では見込まないということで試算をしているところでござい

ます。 

続いて、入学の検定料、こちらについては授業料と同様、他の公立大学と同様の状況を参考にし

まして、大学については１万７千円、短期大学部については１万８千円と設定しております。 

最後に、大学への運営交付金の原資となる地方交付税の算定基礎となる基準財政需要額、これを

表の右側のほうに整理しておりますが、この基準財政需要額につきまして、平成２５年度からの減

少傾向、これを踏まえて単価を設定し試算をしております。 

以上までが収入に関する部分でございまして、続く１５ページでは、支出に大きく影響する人件
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費を中心に掲載しております。先ほどの報告にもありましたが、専任教員につきましては市が設置

しております他の公立大学法人と同水準、専任職員については旭川市の行政職員と同水準として試

算をしております。また、公立化のタイミングで事務職員４人の増員、新学部を設置した時点では、

基準上必要な教員の１９人を加えまして、３人の教員を増員するとともに事務職員についても４人

増員するということを想定しております。 

以上の根拠に基づきまして、収入及び収支を試算した結果を１６ページのほうに掲載しておりま

すが、中期計画６年の２期分１２年間を見通しまして、１２年後も単年度の収支はプラス３千万円

程度となるものと見込んでおります。 

運営収支の妥当性という御質問でありましたけれども、収入におきましては、大学への運営交付

金の原資となる地方交付税の算定基礎となる基準財政需要額、こちらの減少傾向を加味しておりま

して、支出においては、他の公立大学における給与制度、公立化に伴う教職員の配置増、こういっ

た要素をさまざま踏まえて試算をしておりますので、現時点でのシミュレーションとしては妥当な

ものと認識しているところでございます。このように１２年後もプラス３千万円ということで、プ

ラスの収支の結果となっておりますけれども、大学の運営に当たりましては、学生を引きつけるこ

とができる魅力ある大学となるための取り組みを継続して行っていくとともに、コスト意識を持っ

て運営に当たっていくことが常に必要であると認識しているところでございます。 

○えびな委員 地方交付税の交付額の減少傾向も見込んだ中で、１２年後も収支はプラスになるも

のと見込んでいるということですので、少しは安心できるのかなと思います。ただ、先ほどのお答

えの中にもありましたけれども、充足率を１００％で見込んでいるということなんですが、それだ

けでいいのか。定員割れというのは多々あることなのかなという意味で、定員の何％を切るところ

までは大丈夫と見ているのか、ちょっとそこは知りたいなと思いますので、お答えいただきたいと

思います。 

○上代総合政策部主幹 今回の運営収支の試算に当たりましては、公設民営等の私立大学の公立化

後の志願者の動向なども踏まえて定員充足率を１００％と設定しているところであります。他の公

立大学におきましても１００％を超えているという状況がありますので、定員充足率を満たさない

場合の運営収支については、今回は想定していないところでございます。また、本日資料でお示し

ましたとおり定員充足率１００％として運営収支を試算した結果、１２年目の収支がプラス３千万

円程度でありますことから、仮に公立化が決定した場合であっても定員を超えて学生を確保するこ

とができるような魅力的な大学づくりをする必要があると認識しております。 

○えびな委員 １００％大丈夫だという話だと思うんですけど、今までの他の大学も大丈夫だから

大丈夫と、そうは言っていないのかもしれませんが、必ずしもそうとは限らないだろうと。やはり

刻々と社会情勢は変わっていますし、少子化もますます進展していますし、旭川を取り巻くという

意味では出生数も減っていますし、そしてそれ以上に、上川管内あるいは道北地域周辺から入って

くる若者の数というのは、全体的に減っています。やはりそういう意味では、他大学が大丈夫だか

らという話ではなくて、相当募集に向けて、令和４年スタートに向けての準備をきちっとやってい

かないと、そんなに簡単なものじゃないというふうに思いますので、ぜひその辺は留意して取り組

んでいただきたいなというふうに思います。 

それから２０ページから２１ページにかけて、学生の募集に関して、地域枠の設定について定員
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の約２３％としていると記載してあります。そもそも、どんな考え方でこの地域枠を設定したのか

お答えください。 

○上代総合政策部主幹 公立大学における地域枠の設定ということでございますが、設置自治体等

の地元高校生の進学の機会を確保することを目的として、他の公立大学においても多く設定してい

るところであります。旭川大学の公立化に当たりましても同様の考え方で設定しているという考え

でございます。今回の課題整理におきましては、資料２０ページにございますとおり、地域枠の１

学年の定員については定員全体の３５０人に対して地域枠が７９人、率にしますと約２３％と設定

しております。資料２１ページにありますとおり、札幌医科大学を除きます道内の公立大学におい

ては、最も高く設定している大学が公立はこだて未来大学で２０．８％ということになっておりま

して、この割合と比べますと、それよりも高い割合の設定にしているところでございます。また、

地域枠の対象の範囲ということにもなりますが、こちらは考え方がいろいろとございまして、設置

自治体に所在する高校の卒業生を対象とする場合ですとか、設置自治体に住民票を置いている学生

が入学する場合、周辺地域も対象として広げて見る場合などがございますので、その対象の範囲に

ついては今後の整理になるものと考えております。 

○えびな委員 最後のほうに地域枠の対象範囲の設定の仕方について、３つほど考え方を述べてい

ただきました。この辺は十分協議しながら、多い少ないはともかくとして最終的には公費を投入し

て市立化するということは、やはり旭川大学にきちっと学生を確保すると。そして、その後という

ことも踏まえて考えなきゃいけないということを考えれば、その辺はかなり精査していかなければ

いけないんじゃないかというふうに思います。 

さっきもちょっと触れましたけれども、令和２年の成人の人数が２千６００人台の後半と、平成

３０年の出生者数が２千２００人台ということであります。そういうことを考えると、一旦きちっ

と精査して、地域枠の設定をしたとしても、やはり今後の変化ということを考えると、地域枠、推

薦枠、入試枠の枠組みについても状況の変化に柔軟に対応していってほしいと思います。それは、

他の自治体の公立大学のいろんな現状を見ると、そこも硬直化するといろいろ弊害が起きていると

いうことの中で、そんなふうに申し上げるわけですけれども、その辺の柔軟にということについて

の考え方はいかがでしょうか。 

○上代総合政策部主幹 地域枠の設定に関してでございますが、本日お示ししております地域枠に

ついては、まずは地域からの学生の進学先を確保することを意識しまして、試算における前提とし

て設定したものでございます。道内の他の公立大学の状況を確認しても高い状況にはなっておりま

すけれども、えびな委員から御指摘がありましたとおり、今後の１８歳人口が減少する、そういう

傾向が続くかと思いますので、そういった状況を見据えて地域枠を柔軟に設定していくことは必要

なことであると認識しております。 

○えびな委員 地域枠は地元からの学生の入学という点では必要であると思いますけれども、もう

一つ地域枠に関連して、他自治体の例を見ながら地域枠を重要視する余りと言ったらいいんでしょ

うか、もうちょっと違う理由もあると思いますが、地域枠とほかの地域から入ってきた学生との学

力差が生じているという例も散見されます。そういう意味で学力差が生じないようにという配慮も

必要だと思いますけれども、これについてはどのように考えていますか。 

○上代総合政策部主幹 地域枠からの入学者と全体の学力差ということかと思いますが、地域枠の
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入学生と一般入試を経た入学生の学力に差が生じるのかどうかということについては、正直なとこ

ろ難しいところもありまして、お答えすることは難しいのかなというふうに思っております。現時

点において、地域枠の入学者と全体の学力差がどのような形で現出するかということは推察するこ

とはできませんが、仮に学生の状況によってそういった学力差が見られるような現象が生じ得て、

大学運営にも支障が生じるような場合については、例えば、学力差を補うような補習ですとか補講

のような取り組みというものを学内で行っていく必要もあると思いますし、そうすることによって

一定程度の学力のバランスというのも図ることを考えていかなければいけないのかなと思います。

いずれにしましても、希望を持って入学された学生が、学力の差で取り残されることがないような

対応というものは、大学全体の取り組みとして必要であると考えております。 

○えびな委員 学力差が生じるか生じないかという話は、数年経過してみないとわからないことだ

と思いますので、ぜひそのことを頭に入れながらスタートを切っていただけるように、ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。 

新しい学部、学科について、令和６年スタートということで報告書にありますけれども、先ほど

収入の部分で見込んでいませんよということでしたが、そういうことも含めて、いつまでに整理す

るのか。ここは未整理のところが多いと思いますが、令和６年スタートだったらそんなに時間はな

いと思います、募集期間ということも頭に入れると。じゃ、いつまでにこれを整理するのか、この

辺についてもお答えいただきたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 新学部設置の準備ということでございますが、お手元に御配付しました資

料の２５ページに大まかなスケジュールが示されておりますが、現在想定しております新学部につ

きましては、文部科学省への認可申請が必要なものであると考えております。その場合、文部科学

省に対する学部新設の認可申請期限と言いますのが、学部開設年度の前々年度の末ということが定

められております。令和６年度の開設予定ということで考えますと、前年度が令和５年度、その前

の年度が令和４年度でありますので、その年度末、つまり令和５年３月までには申請に必要な書類

というのを整理していかなければいけません。その内容としましては、新設学部に関するカリキュ

ラムの構成ですとか教員の体制など、その他さまざまな内容について整理しなければいけませんの

で、そういった部分については専門的な知見も活用しながら、令和４年度中には整理をしていかな

ければいけないと考えております。 

○えびな委員 今ほどの答弁の中に、専門的な知見も活用しながらという文言がございました。令

和４年度中、すなわち令和５年３月までには整理するということでありましたけれども、じゃ、着

手はいつからどのような形で行うのか、どのような形で準備するのかということをお答えいただき

たいと思います。 

○上代総合政策部主幹 新学部の設置に当たりましては、先ほども御答弁申し上げましたが、項目

が多岐にわたるということもございますので、専門的な知見を活用しなければ難しいものと認識し

ております。現時点でのスケジュール、これはあくまでも想定ということになりますけれども、令

和３年度から令和４年度にかけて、先ほど申し上げましたようにカリキュラムの整理ですとか、加

えて学生確保の見通し、教員の体制づくり、施設設備に係る助言のほか、文部科学省に対する申請

書類の作成など、新学部設置にかかわるさまざまな項目について外部の委託機関に依頼するという

ことを現時点では想定しております。 
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○えびな委員 ちょっと気になるのが受け入れる側の教職員、これは面接してということなんです

が、その中で不適当というふうに判断される教職員もいるのかなと思います。その後の欠員補充を

どのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 教職員の体制づくりということでございますが、公立化することが決定し

た場合、新学長、新理事長のもとで実施していくことになり、その結果について現時点で推測する

ことは難しい状況ではございますが、仮に、面接等の審査などを実施した結果、欠員が生じるとい

ったことになった場合については、一般的には公募による採用によって補充することになるものと

考えております。 

○えびな委員 今はそんなに詳細には答えられないということだと思いますが、ぜひその辺はしっ

かりやっていただきたいと思います。魅力ある大学づくりと関連してくると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

大学を含む高等教育機関の確保は、本市の若年人口の確保、ひいては、持続可能な自治体として

の形に大きく影響すると思います。そういう意味では、もちろん自治体の存続に今後も積極的に取

り組んでいくということだと、私はそう思います。今、４年制の私立大学である旭川大学を公立化

ということですが、このことだけで終わるのではなくて、もっと広い意味の若年人口の確保、ある

いは高等教育機関の存続ということの手始めといいますか、姿勢のあらわれの第１弾というふうに

理解してよろしいんでしょうか。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 検討を行っております旭川大学につきましては、これまで

長きにわたりまして、本市で多くの学生を集め、多くの卒業生の方が地域で活躍されております。

旭川大学をベースとした公立大学の設置により、より多くの学生を確保するなどして安定的な大学

運営を期待しておりますし、新学部の設置などにより地域が必要とする人材を供給するなどし、地

域の活性化に寄与する大学となってほしい、なるといったことを想定して、今、この取り組みを行

っているところでございます。 

○えびな委員 市が私立大学にメスを入れて再編に動くということは、いよいよという捉え方と、

ようやくという捉え方と、両極端の表現をしますけれども、両方の受けとめがあると思うんですね。

しつこいようでありますけれども、いずれにしろ、私立の大学と短大のみを対象にして終わりとい

うことにはならないということで解釈してよろしいのでしょうか。お答えいただきたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 大学担当としてはお答えしにくい部分でありますが、市内

には高等教育機関が、大学や高校、高専のほか専門学校がありまして、地域におけるさまざまな職

種の必要な人材を供給しているものと認識しております。市が一方的に高等教育機関を再編すると

いうことにはならないと思いますが、地域における大きな役割を果たされております高等教育機関

の意向などを把握していく必要はあるものと考えております。 

○えびな委員 副市長もいらっしゃらない中、担当部長には答えにくいことを答えていただきまし

た。我々もいろいろな質疑を今までもしてきた中で、最終的な判断をするのに窮するところもござ

います。いずれにせよ、つき離す意味ではなく、あのときの判断はよかったとなるのか、失敗で本

当に大変なことになったということになるのか、そこは後年度の結果が判断してくれることだと思

います。財政に関して、市にかかわることについてですが、新しい学部、学科の設置時以外はほと

んど持ち出しがないということです。後年度には、庁舎整備や廃棄物処理施設等、大規模施設の建
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設が続く厳しい財政の中、財源をこんなに投入してという話や、他市には事例が幾つあっても本市

としては初めてで、人口減少が全国的に進む中大丈夫かという受けとめと、一方、人口減少が全国

的に進む中であるからこそ取り組むべきという考え方と両方あると思います。最初のほうの質疑と

ちょっとダブるかもしれませんけども、今申し上げた２つの視点の後者の判断をしたということで

よろしいのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 旭川大学をベースとした公立大学の設置については、若者

の人口流出など人口減少が進展する中で、人口減少を抑制しながら地域の活性化を考える視点のほ

か、今回御報告させていただきました課題の整理結果や関係機関との調整などを踏まえ、市長が最

終的に判断されることになるものと考えております。 

○えびな委員 最後の質疑になります。仮に、このままの課題整理を土台として進んでいくとすれ

ば、公立化された大学の卒業生がどのくらい市内に残るかということが重要なテーマになってくる

と思います。今以上に、残ってもらえる仕組みづくりを経済界ときちっとタイアップして行ってい

ただきたいと思いますし、まだそれができたという話を聞いておりません。これからつくるんだと

思います。そういう意味では、どんな仕組みをつくっていこうとするのか、今後そんなに時間はか

けられないと思います。あるいは仕組みができたのかということについて、ぜひ御報告、お答えい

ただきたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 仮に旭川大学をベースとした公立大学を設置した場合であ

りますが、卒業生の地域内の定着については、地域のよさを感じてもらうことや、大学での学びで

学生に地域を深く知ってもらうことのほか、インターンシップなどの取り組みが考えられます。い

ずれにしても地域の経済界との連携は重要な要素であると認識しておりますので、仮に公立大学を

設置した場合で、そういった仕組みができた際はお知らせをしたいと思っております。 

○えびな委員 残余についてはまた別の機会にということで、以上で質疑を終わりたいと思います。 

○中野委員長 それでは、暫時休憩をさせていただきたいと思います。 

休憩 午前１１時０８分 

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

再開 午前１１時０９分 

○中野委員長 それでは、再開させていただきます。 

ほかに、御発言ございますでしょうか。 

中村委員。 

○中村委員 それでは、私のほうも、今、御報告いただきました旭川大学をベースとした公立大学

の設置に係る課題整理の結果についてということで質疑させていただきたいと思います。 

この中では、運営収支の見通しがどうなるのかということが非常に注目をされたところだったん

ですけれども、１２年後も３千万円のプラスだということで、運営収支上は問題ないのかなという

ふうに思うんです。新学部設置年度の３年目と４年目には、若干、収支は赤字に転落をしています

が、それ以外は全部黒字というようなこともありました。あと、課題になっていたのは、やはり学

校法人旭川大学の金融資産の２１億円の分配がどうなるのかということが明確になっていなかった

ものですから、議会としてもなかなか判断できないといったことがあったんですけども、ただいま

の報告では、その配分額がこういうふうになったんだよということも報告をいただきました。最終
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段階の報告書になったのかなというふうに私も受けとめているわけなんですが、担当部局として、

総合的な判断としてこの結果からどのような考えを持ったのか、率直な受けとめについて伺いたい

と思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 このたび報告させていただきました課題整理をした結果を

踏まえた担当としての考えについてでありますが、これらの課題につきましては、調査特別委員会

などで御質疑のあった課題を関係機関との調整を踏まえ整理したものであります。大学の運営収支

については、一定期間を見据えた結果でありますし、教職員の体制づくりについては、教職員の雇

用にも直接かかわる難しい課題でありますが、これまでの大学との協議を踏まえ整理したものであ

りますので、担当としては公立大学を設置するという考えについて、一定の理解は得られるのでは

ないかというふうに思っております。 

○中村委員 ただいまの答弁は、担当部局としては旭川大学の市立化を進めるべきとの判断をされ

ているという内容に受けとめさせていただきたいんですけれども、市長がどのような結論を出すか

というのはこの後なんだということで、先ほどの質疑の中ではそういう答弁だったと思うんです。

実際に今、常任委員会でこういうふうに私たちに報告いただいているんですが、当然、西川市長へ

の報告は先にされていると思いますので、その報告日がいつだったのか、またその際、市長から何

らかの発言があったのか、伺いたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今回お示しさせていただきました報告書の内容につきまし

ては、ことしの１月に市長に見ていただいておりますが、最終的な内容を整理するまでの間におい

ても、個別の内容をその都度、市長に説明してきているところであります。そのやりとりでは、旭

川大学との協議経過を踏まえながら、運営収支の考え方や試算結果、教職員の体制などについて逐

一説明してきておりまして、課題の整理ができていない部分については、整理できるよう旭川大学

と再度調整してもらいたいといった指示は受けてきております。こうした経過を経て、最終的な報

告書をまとめておりますが、その内容について、市長から特段の指摘等はなかったと認識しており

ますので、おおむね市長が思うような課題の整理ができているのではないかというふうに受けとめ

ております。 

○中村委員 市長からは特段の指摘はなかったということで、これは最後の段階ですけども、そこ

に至るまでは部局と市長の間で逐次、話し合いを持っていたということです。最終段階、この報告

書がまとまった段階では、要するにもう課題がなくなったという認識だとすれば、先ほど担当部局

としてどのように受けとめているのかという質問をさせていただきましたけれども、私は進めるべ

きだという方向の回答というふうに聞こえていましたから、そういうことを考えると、西川市長も

市立化へのかじを切るという、そういった判断をその時点でされたのかなと。今ここに西川市長が

いないので直接聞けないですが、今の状況から推察すると、そのような判断ができるのかなという

ふうに思います。 

今回、時間も少ないので、あと何点かだけお伺いしたいと思っているんですが、地域入学者とい

うことで、地域枠のことについて先ほども質疑がありました。１４ページに載っているんですが、

入学金の減免等々もここには書いてあって、地域枠は３割減免するというようなこともあると思い

ます。そして、地域から入学する対象者が４割と設定をしているんですけども、この設定根拠につ

いて伺いたいと思うんですよね。推薦入試の地域枠からは２３％入学していただきますよと。とい
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うことは、一般入試で地域内から１７％入学するということを想定しているというふうに思います

が、この根拠について伺いたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 地域枠と、地域内からの入学者の入学金に係る減免の設定に関してのお尋

ねでございますが、地域内の入学者の減免といいますのが、運営収支にも影響する部分でありまし

たので、まず、この割合をどのように設定するかということを考えたところでございます。入学者

に占める地域内からの入学者数、これにつきましては、現旭川大学の地域内からの入学者数などを

考慮したところ、４割程度かなということで設定したところでございます。全体の地域からの入学

者を４割と設定し、その後において、地域枠、これは通常は推薦入試で行われることになるんです

が、その推薦で行われる地域枠の北海道内の他の公立大学の状況、これらも確認しまして、他の大

学よりも高い約２３％という割合で設定し、結果的に申し上げますと、地域の入学者数４割、４

０％、この部分と、地域枠からの推薦の入学者２３％の差し引きということで、約１７％がいわゆ

る一般入試の入学者ということになったものでございますので、一般入試の１７％は根拠があって

設定したものではございません。 

○中村委員 今、答弁では、結論から言えば根拠自体はそうあるわけじゃないんだということなの

かなと思うんですけども、ただ、運営収支を試算する上では、やはり地域内から入学した人を３割

減免しなければならない状況になっているわけですね。だから、収支の積み上げで一定程度数字を

入れなければならないというところから、４割という数字を入れたというふうに、今の答弁では聞

こえるんですよね。やはり、一般入試でどのぐらい受けていただけるのか、また入学していただけ

るのかということをはかる上で、私はちょっと指標が足りないんじゃないかなというふうに思って

いるところなんです。それは何かと言えば、偏差値がどのように推移をするのか。例えば、現状の

私立大学の旭川大学の偏差値、そして、市立化されたときの偏差値の状況がどのようになるのかと

いった内容については、この調査結果には他大学の推移についても示されていないということなん

です。そういった観点から、先ほど言いましたように一般入試の入学者数の見込みを立てる上では

重要な視点だと思いますので、この点について見解を伺いたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 ただいま偏差値という指標についてのお尋ねがございました。私立大学か

ら公立大学に移行した大学の偏差値の動向については、現時点で個別に詳細の把握は行っていない

ところでございますが、いろいろと調べていく中で受験情報サイトが数多く設けられておりまして、

その中の記事などを見ますと、私立大学の公立化にかかわる内容というものも散見されます。その

記事の内容には公立化した後の偏差値が上昇していると、そういった内容を目にすることがござい

ますので、公立大学になりますと志願倍率が上昇し、偏差値も上昇する傾向にあるものと認識して

いるところでございます。 

○中村委員 旭川大学が市立化されれば、まず偏差値は大幅に上昇すると私も思います。昨年、総

務常任委員会で視察をした長岡造形大学についても、市立化された後どのようになったかというと、

偏差値が私立のときは４０ぐらいでしたが、今は６０ですということで、すごい上昇しているんだ

なということを私も驚きを持って聞きました。旭川大学を市立化した場合、地域枠においてもかな

りの競争倍率になるんじゃないかなということも想像しますので、偏差値も、地域枠といえどもか

なり引き上げられるのかなというふうに思います。これまで、旭川大学に入学できた階層の受験者

というのは、ある意味、一人も入学できない可能性もあるのではないかなというふうに思うんです
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けれども、そうした想定はしているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 これまで旭川大学に入学できていた受験生が一人も入学できないのではな

いかということについては、なかなかそう言い切ることはできないかと思いますが、ただ、受験す

る層が変化する可能性は否定できないと認識しております。 

○中村委員 そうですよね。受験者の層というか、その変化というのは当然あるだろうということ

だと思うんです。そして、旭川大学が市立化された後は、旭川に私立大学が全くなくなってしまう

ということですよね。ですから、受験者層が変わると今答弁もありましたけど、ということは、現

行、旭川大学に行っている受験者層の方々というのは、別なところを目指さなければならないとい

うふうに思うんですが、私立大学が全くなくなってしまうことによる影響、それをどのような形で

考えているのか、伺っておきたいと思います。 

○上代総合政策部主幹 仮に、旭川大学が公立化するということになりますと、旭川市には私立大

学がなくなってしまいますので、地域から多くの学生が入学している現旭川大学の現状を踏まえま

すと、そうした学生がほかの地域に進学先を求めなければいけないといった意味で、本市への影響

というものがあるものと認識しております。 

○中村委員 逆に、今まで旭川に残らなかった方が、旭川大学が市立化したとすれば、旭川を目指

すという可能性はあるわけですよね。例えば北海学園大学だとか、北海道大学は入れないけども、

そのちょっと下のレベルを何とかというふうな受験をする階層の人たちは、旭川なら何とか頑張れ

るかなということで、そこを目指していく受験生というのも、当然ふえてくるのかなと。そういう

偏差値のレベルの入れかえというところがやっぱり出てくるのかなというふうに感じます。どちら

がいいのかというのは、１００％どちらかがいいということは言い切れない部分というのはあると

思いますので、現時点では、このことについてこれ以上の質問は差し控えたいと思います。 

試験日程の調整についても報告があったんですけども、やっぱり名寄市立大学と競合しないよう

にということで、前期、後期日程ではなくて、前期、中期日程というようなことも考えているとい

うことです。ちょっと確認なんですけれども、要するに前期、中期日程というのは、例えば北大と

か小樽商科大学とかと併願ができる日程になっているのかどうか、それについてちょっと教えてい

ただけますか。 

○上代総合政策部主幹 道内の国立大学の試験日程ということでございますが、前期、後期の設定

がほとんどでございまして、中期という設定は、北海道内の国立に限っては設定していないという

ふうに確認しております。 

○中村委員 併願ができるということなのかなということで、門戸は広くあけられる、そういう体

制を今考えているということはわかりました。いろいろ、ある程度概略の説明は聞きましたけど、

詳細にわたっては、先ほどえびな委員も言われておりましたが、きょう資料をもらったばかりとい

うこともあるので、質疑については、本日はこれまでとさせていただきたいと思います。 

○中野委員長 ほかに御発言ございますでしょうか。 

石川委員。 

○石川委員 引き続いて、旭川大学の公立化について質疑させていただきます。私で３人目という

ことで、多少重なる点もあるかと思いますが、御容赦いただきたいというふうに思います。 

旭川市として公立大学設置の検討を始めたのが２０１３年、平成２５年ですね。それから３年が
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経過した２０１６年からは、旭川大学をベースにした公立大学の設置という方向に絞って、検討を

行ってまいりました。大学の設置検討から６年以上、旭川大学に絞ってからも間もなく４年が経過

しようとしております。私は、検討に要した時間から見ても、非常に重たい課題である、重要な行

政課題であるというふうに考えますが、まずこの点に対する認識をお伺いします。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 旭川大学をベースとした公立大学の設置については、今、

委員のほうからお話がありましたとおり、平成２５年度から本格的に予算をつけて検討し始めまし

たので、相当の期間を要しておりまして、その内容も含めまして重要な重たい課題だというふうに

認識しております。 

○石川委員 重要な重たい課題だということでしたね。市長は、昨年４月２６日の定例記者会見で、

当面の課題については一定のめどがついた。今後、公立大学の設置に向けた取り組みを進めていき

たいと述べたというふうに報道されました。この市長の発言について、私どもの会派の小松議員が、

昨年の第２回定例会で真意を確認いたしました。この質疑において市長は、現時点で公立化を決定

したものではないと述べるとともに、さまざまな課題について整理し切れていないため、今後整理

したものを市民、議会に示せるよう作業を進めていく、そのように答弁いたしました。きょう、配

付された資料と報告がそれだと思うんですが、そういった受けとめで正しいでしょうか。 

○上代総合政策部主幹 本日配付させていただきました資料については、これまでの経過を踏まえ

まして、旭川大学をベースとした公立大学設置に関する最終的な判断に資するために、学校法人旭

川大学とも協議を積み重ねながら、大学運営の見通しですとか、教職員の体制づくりなどの課題を

整理したものでございます。そういった点では、委員御指摘のとおり、市長が述べましたさまざま

な課題を整理したものというふうに受けとめております。 

○石川委員 そこで１点、議会事務局に確認させていただきたいんですけれども、議会の運営に関

する先例、事例などを記載した旭川市議会先例・事例集で、直近のものは、平成２８年、２０１６

年２月に発行されておりますけれども、この中の各種会議の理事者の議会対応で、常任委員会への

参加についてはどのように記されていますか。 

○林議会事務局長 常任委員会において対応する理事者についてでございますが、平成元年１２月

１日に議会運営委員会で決定されたところによりますと、「主管部長とする。ただし、内容によっ

ては理事者の判断で助役が出席する等責任ある対応をとること。」となっております。 

○石川委員 今、議会事務局長からお答えいただきましたけれども、主管部長とする、ただし内容

によっては理事者の判断で助役、今の副市長ですね、が出席する等責任ある対応をとること、とこ

のように記されております。先ほども確認しましたが、きょうの報告は、非常に重大な課題に関す

るものです。昨年の第２回定例会の市長答弁から考えると、公立大学の設置に関して未整理だった

課題に関しての行政の最終的な考え方が示されたものと考えます。それにもかかわらず、副市長が

出席していません。これはどういった判断によるものなのか。これで責任ある対応と言えるのでし

ょうか。議会を軽視しているのか、報告した内容にさほどの重要性を感じておられないということ

なのか、説明していただきたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今お話がありましたように、常任委員会の対応について、

内容によっては理事者の判断で、助役が出席する等責任ある対応をとることとなっているという理

解はしております。このたびの旭川大学をベースとした公立大学の設置に関する課題整理の報告で
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は、課題を整理した内容を報告するものでありまして、判断を伴うものではなく、また、副市長が

説明等を行う予定もありませんでしたことから、市長や副市長とも協議しまして、重たい課題だと

いう認識はあるんですが、出席しないといった判断をしたところでありますので、御理解いただき

たいと思います。 

○石川委員 ２０１２年５月１６日に開かれた民生常任委員会、当時、私も民生常任委員でした。

このとき、知的障害者暮らしの状況調査結果について報告がありました。この常任委員会では、常

任委員会の最初から当時の高瀬副市長が出席しておりました。私よく覚えております。しかし、本

日この常任委員会には副市長は出席しておりません。知的障害者の暮らしの状況調査結果よりも、

市長の公約であり、長年にわたって検討期間を要した旭川大学の公立化のほうが重要度が低いと、

このように判断して、副市長が出席されていないということなのでしょうか。そうなのであれば、

重要度が低いと判断した理由をお聞かせいただきたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 大変申しわけないんですが、２０１２年のときに、当時の

高瀬副市長が出席していたということを私は承知していなかったんですが、先ほどの答弁の繰り返

しになって大変申しわけありませんが、重要な課題だというふうに市長、副市長も認識はされてい

るというふうに私どもとしては捉えております。この時点では、まだ課題の整理の報告という段階

でありまして、判断というものを伴っていないといったことから、市長、副市長の判断として、出

席をしないというような判断をされたというふうに、私どもとしては受けとめているところであり

ます。 

○石川委員 市長、副市長と協議した結果、出席しないと判断したということですよね。先ほど、

えびな委員も中村委員も質疑の中で言われましたけれども、やっぱり市長、副市長でなければ答弁

できないような内容も、今回の報告には含まれていると思うんですよ。それを市長、副市長と協議

した結果、出席しないということは、全て責任を部長に丸投げした、そのような解釈でよろしいん

でしょうか。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 何ともお答えしにくい部分なんですが、今回、このタイミ

ングで課題の整理をさせていただいた以降も、市長、副市長がその考えを議会において説明する機

会が全くないというふうには思っておりませんので、そうした機会で質疑をしていただいて、市長、

副市長の考えを皆様方にお伝えする機会というのは、これからもあるのかなというふうに思ってお

りますので、御理解いただきたいというふうに思います。 

○石川委員 市長、副市長がいないところでこれ以上部長を責めても気の毒なので、次に移らせて

いただきます。 

今回の報告は、一定のボリュームがありますよね。しかも、きょう初めて見るものです。初めて

報告を受けたものです。しかし、質疑時間が限られています。私を含めてきょう３人ということで、

もう１１時３０分も過ぎております。２月の常任委員会というのは、予算案の報告、提案が主なも

のとなりますので、予算審議前に質疑する機会というのは、実質、きょうだけというふうに思うん

です。重要な案件なのに、副市長は参加していない。重要な案件なのに、結果として予算前の委員

会質疑の時間が十分に保障されていないという形です。結果としてこうなった行政対応をどのよう

に感じておられるのかお聞きします。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 現時点においては、旭川大学をベースとした公立大学の設
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置について、市長がその是非を判断しておりませんので、今後、どういった流れで市議会において

質疑が行われるかということを見通すということは難しいですが、仮に、市長が公立化を判断し、

関連する新年度予算を第１回定例会において御審議いただくことになるのであれば、委員御指摘の

とおり、質疑ができる機会は多いとは言い切れないと思っております。一方で、このたび報告させ

ていただきました課題については、これまで調査特別委員会等において関連する内容について質疑

があったものや、調査特別委員会の最終報告において、各会派の皆さん方の意見を踏まえたもので

ありますので、整理した内容を見ていただくことができれば、判断するのにそんなに多くの時間を

必要としないとも考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○石川委員 今、判断するのに多くの時間を必要としないという答弁だったんですけれども、２７

ページに及ぶ報告書をたった今受け取ったのに、これを判断するのに多くの時間を必要としないと、

そう考える根拠を示してください。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 明確な根拠というようなものはないのですが、運営収支、

教職員の体制づくり、名寄市立大学の関係等々、今回、課題の整理を報告させていただきましたが、

一部、例えば財産の分与ですとか、名寄市立大学との関係の具体的な取り組みというのは、今まで

議会等において明確にお伝えできていなかった部分もあります。しかし、それ以外の運営収支等々、

そういった項目については、過去の調査特別委員会等で質疑等があったものというふうに思ってお

りますので、繰り返しになって大変申しわけないんですが、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

○石川委員 それでは、具体的に公立化後の大学の運営収支についてお尋ねします。先ほどのえび

な委員の質疑で、具体的な収支見込みと運営収支の妥当性が示されました。国からの財政措置とし

て、大学設置自治体に対する地方交付税があります。これを財源として、自治体から大学を運営す

る法人に運営交付金として財政的支援が行われております。今後の交付税措置をどのように予想し

て、大学の収支見通しを組んだのでしょうか。また、公立化後、教授陣、職員の給与見直しも行わ

れると思います。現在の教職員は公立化されるとどうなるのでしょうか。収支見通しにおいて、ど

のような考え方で算定されたのか、お尋ねします。 

○上代総合政策部主幹 収支にかかわるお尋ねでございますが、今回、資料としてお示しいたしま

した収支試算に係る地方交付税措置の考え方についてでございますけれども、算定にかかわる、学

部ごとに設定された単位費用というものがございまして、この額が平成２５年度から令和元年度ま

で減少傾向にあるという状況もございましたので、その傾向は今後も続くであろうというふうに仮

定しまして、平成２５年度から令和元年度までの年平均の減少率を考慮して試算しております。な

お、一部、短期大学部の家政・芸術系につきましては、平成２６年度に単価が上昇するといった、

ちょっと変わった動きをしているものもございましたので、これについては上昇を見込まず、単価

を現状維持という形で試算をしております。 

また、現旭川大学の教職員の給与については、学校法人の仕組みで運用されておりますが、公立

大学法人に移行となりますと、一般的に公立大学法人の多くが採用している内容というものがござ

いますので、専任の教員については、我々としましては市が設置している公立大学法人の多くが採

用している内容をもとにして、その内容と同水準というふうにしております。そして、特任の教員

の方が今の旭川大学におられますが、こちらについては現状と同水準という形で試算をしておりま
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す。職員については、専任の職員については設置自治体である旭川市の行政職と同水準という形で

試算しておりますし、特任の職員については、現状と同水準、こちらも教員と同じような考え方で

試算しております。あくまでも試算上の整理としてまとめておりますので、今後は、これらの内容

をベースとしながら、運営コストのバランスも踏まえて、給与制度というものを整理していくこと

になると考えております。 

○石川委員 今、専任の教職員、特任の教職員の給与制度について、説明がありましたけれども、

資料の１９ページを見ますと、「現旭川大学及び同短期大学部に所属する教職員について、新理事

長・新学長のもとで公立化する大学においての採用の要否を判断する。」とありまして、下の囲み

の後ろのほうなんですけれども、「なお、公設民営の私立大学が公立化している事例において、教

職員の見直しが行われた例は１例しか把握していない。」このように示されております。これはあ

たかも、公立化されても大丈夫だよと、教職員はそのまま残れるんだよというふうに、暗に示して

いるかのような書き方だと思うんですけれども、教職員がそのまま大学に残れるかどうかというこ

とは、どのような考え方をお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 まず、１９ページの資料の補足ですが、ここで今、委員の

ほうからお話がありました公設民営の事例について、１例しか把握してないということは、それだ

け１０校ぐらいの公立化をしている事例の中でも、教職員の体制を見直したという事例は少ないと

いう事実をお知らせしたいという趣旨で示させていただいております。また、教職員の体制にかか

わっては、１９ページの説明文のとおりなんですが、実際、どういった形で何人の方が残るかとか、

何人の方が変わるかというのは現時点では持ち合わせてはおりません。ただ、こういった客観的な

指標等に基づいて、新しい大学の体制の中で採用の要否を判断していく必要があるということで、

今、私たちのほうで、こういった形で整理していきたいというふうに考えているところであります。 

○石川委員 次に、法人分離後において残された高校、幼稚園、専門学校の経営見通しについて、

約１６億４千万円の財産分与がされるということなんですけれども、それで十分と言えるのでしょ

うか。旭川市として展望をどのように持っているでしょうか。その根拠も含めてお示しください。 

○上代総合政策部主幹 法人分離後の財産分与にかかわってのお尋ねでございます。学校法人とい

う独立した法人でございますので、この財産分与について、市として関与できる部分ではございま

せんが、資料の１７ページから１８ページでまとめておりますように、分離される高校等の今後の

運営を十分に学校法人として想定しながら、検討を重ねて積み上げられた金額ではないかと思って

おります。また、大学、短期大学の金額と比べましても、額だけの比較ではございますが、十分な

内容であると思っておりますので、高校等の運営については、継続できるものと考えております。 

○石川委員 次に、名寄市立大学なんですけれども、この名寄市立大学と学部、学科で競合するこ

とに関しては、試験日程をずらすとのことですが、これは名寄市の理解は得られたのでしょうか。

この間の経緯とあわせてお答えください。 

○上代総合政策部主幹 名寄市との協議にかかわってでございますが、今年度につきましては、７

月に名寄市立大学の事務局に伺いまして、市としての取り組み状況をお伝えするとともに意見交換

を行っており、また、昨年１２月には、市長が名寄市長と面談をいたしまして、旭川大学を公立化

する場合には、名寄市立大学の試験日程とできるだけ重複しないようにするといったことを説明し

ているところであります。こうした意見交換などについては、平成３０年度から重ねてきておりま
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すので、旭川大学の公立化については一定の理解は得られているものと認識しているところであり

ます。 

○石川委員 一定の理解が得られたということは、完全に理解されたわけではないということでよ

ろしいですか。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 先ほども主幹のほうから御答弁申し上げましたが、１２月

には西川市長と名寄市長が直接面談をしておりまして、そのときに、名寄市立大学への影響をでき

るだけ抑えることとして、試験日程への配慮についての説明をされて、そうした状況を市長から聞

いているようなところであります。間接的な形ではありますが、その状況を市長から聞いている限

りにおいては、その取り組みについて完全かどうかというところはなかなか難しいんですけど、あ

る程度の理解をしていただけているものと認識しております。 

○石川委員 旭川市として、今回の報告をもって公立大学の設置を意思決定できる環境が整った、

そういった認識なのか、お聞きしたいと思います。２年後に開学ですとか、４年後に新学部設置と、

こういう具体的な報告もありましたけれども、議会としては、本格的な検討は今後においてだと思

うんですよね。正式な意思決定をどの段階で行う予定なのか、お尋ねします。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今回の報告は、あくまでも旭川大学をベースとした公立大

学の設置に関する最終的な判断に資するために作成した報告書の内容について説明させていただい

たものでありますので、意思決定に向けての前段の整理ができたものと認識しております。今後に

おいては、市長から議会等で発言がありましたとおり、新年度予算案の記者発表までには何かしら

の意思表明がされ、議会において御議論いただくことになるものと認識しております。 

○石川委員 新年度予算案の記者発表までには、市長から意思表明があるということなので、続き

は第１回定例会で質疑させていただくことにして、質疑を終わりたいと思います。 

○中野委員長 他に御発言はございますでしょうか。 

佐藤委員。 

○佐藤委員 質疑の予定はしていなかったんですが、急にこの資料が出てまいりましたので、私の

ほうから１点だけ。私は、朝の北海道新聞を見て驚いたわけです。「旭大 市立化で経営安定 交

付金で１０～２０年」と。この内容は、私たちはその時点で知らない内容だったわけですよね。道

新に対して委員会への報告前に流してもいいという指示を出したのは誰ですか。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 私どもから道新に、今回報告させていただいた内容につい

てお伝えしたという事実は全くありません。記事を私も朝見まして、記事の中にもありましたが、

大学の取材にというようなことも書かれております。あくまでも推測ですが、道新のほうから大学

側に取材して、大学側についてはこの報告書というのは一定程度理解している部分もありますので、

そこからの情報なのではないかというふうに、その記事からは推察しております。 

○佐藤委員 これは明らかに議会軽視です、はっきり言って。手落ちじゃないです。これは責任あ

る方に、ぜひとも常任委員会に謝罪に来てもらいたい。これについてはどういうふうに考えている

かお聞きします。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 私も、議会に対して事前にお知らせしていない状況の中で、

総務常任委員会の当日にこういった形で一部出るというのは、今回、私どもが報告させていただい

た報告書の内容とは、例えば試算期間ですと記事では１０年から２０年とありますが、報告書では
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１２年となっており、その辺もそごというか違いがありますけれども、そういう意味で本当に大変

申しわけないというふうに思っております。今、私より上の者は、これまでの質疑の中でも御答弁

させてもらっているとおり、市長、副市長もいないですが、本当に申しわけないという気持ちです。 

○佐藤委員 納得できません。もう一度持ち帰って、返答をお願いします。 

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 検討させていただきます。 

○中野委員長 それでは、他に御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは以上で、総務常任委員会を散会させていただきます。 

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

散会 午前１１時５５分 

 

 


