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開会 午前１０時００分

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

○中野委員長 それでは、これより総務常任委員会を開会いたします。本日は、欠席、おくれる旨

の届け出はございません。

最初に、１番の請願・陳情議案についてでありますが、まず、委員の皆様に確認をさせていただ

きたいと思います。陳情第１号、第３号について、これより皆様に判断できる状況かどうかお伺い

をし、また判断できる場合は、賛否もあわせて意見開陳を求める流れとなりますが、陳情第１号、

第３号ともに類似した内容となっておりますので、賛否の状況と、第１号、第３号合わせての意見

開陳を求めるということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○中野委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。

改めて、１、請願・陳情議案の審査について、まず、陳情第１号、辺野古新基地建設の即時中止

と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公

正に解決するべきとする意見書の提出を求めることについてを議題といたします。

何か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、各会派等に判断できる状況かを確認させていただきます。前回、保留と

なっておりました無党派Ｇ、ひぐま委員、判断できる状況でしょうか。

ひぐま委員。

○ひぐま委員 判断できます。

○中野委員長 それでは、陳情第１号については、各会派等判断できる状況となりました。

続きまして、陳情第３号、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転に

ついて、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出を

求めることについてを議題といたします。

委員の皆様から何か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、各会派等に判断できる状況かをお伺いさせていただきます。前回、保留

となっておりました無党派Ｇ、ひぐま委員、判断できる状況でしょうか。

ひぐま委員。

○ひぐま委員 判断できます。

○中野委員長 それでは、陳情第３号についても各会派等判断できる状況となりましたので、各会

派等に、陳情第１号、第３号あわせての意見開陳を含めて賛否をお伺いしたいと思います。

民主・市民連合。髙橋委員。

○髙橋委員 まず、陳情第１号、第３号ともに願意妥当という判断であり、採択すべきと考えます。

趣旨的、要旨的なものとして、やはりこの沖縄の県民だけに全部背負わせてしまっているという

ところは共有できるところでありますけれども、意見書として扱うに当たっては、ちょっと精査す

る必要があるということでありますが、要旨については、願意妥当であり、採択すべきという判断

であります。
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○中野委員長 次に、自民党・市民会議。えびな委員。

○えびな委員 第１号、第３号ともに否ということで、理由のほうは、ちょっと長くなります。

まず、両方の陳情とも，陳情事項１中に（１）（２）（３）というふうに書かれているんですが、

（１）の辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止することについては、現在

の近隣国による日本国に対する度重なる主権侵害を鑑みるときに、少なくとも、日本の西南海域の

どこか、すなわち、主権侵害をしている国の言う第一列島線上の沖縄諸島のどこかに、やはり防衛

のための基地が必要であると、一番ふさわしい位置であると判断するところであります。特に、本

当に今、主権侵害と言われる行動、今や定期便とも言われている領海、領空侵犯は目に余るところ

であります。この際申し上げますと、その狙いは、中華人民共和国による従前から日本列島の、日

本県化のためでありまして、中華人民共和国の今までの行動は、そのためのさまざまな工作活動で

ありまして、その延長線上にある第二列島線まで支配下において、東太平洋の支配、アメリカに対

して中華人民共和国が西大西洋を支配しようとするという戦略上にあるものであります。我が国は、

そのことを踏まえたきちっとした警戒、防衛ラインを敷かなくてはなりません。そうした意味から

すると、過去に痛ましい事故があった普天間基地の周辺住民への危険性に鑑みて、早急にこの問題

を解決すべく努力していかなくてはならないところであります。この問題について、日本政府は長

きにわたって、アメリカの政権及び米軍との話し合いを続けてきて、辺野古への新基地建設の合意

に至ったわけであります。したがって、我々は現時点では、辺野古への新基地建設がもっともふさ

わしいと考えるところであります。よって、辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、普天間基地を

運用停止することの主張には賛同しかねるところであります。

それから（２）番の、国民が当事者意識を持ち、責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間

基地の代替施設が日本国内に必要か否かについて国民的議論を行うことについてですが、議論を行

うこと自体を否定するものではありませんが、今この時点において、日常的に危険にさらされてい

る普天間基地の周辺住民への危険性をいち早く解決することを優先すべきであって、先ほどの（１）

の問題とこの（２）の問題を同列に扱うべきではないと判断するものであります。また、北海道民

という立場からすると、千島、南樺太問題を抱えているわけでありまして、戦争によって占領され、

その後，一部が基地として使用されているに至った地域の住民と、戦後不法に占拠されて、その後

も占拠され続け、不法占拠国に既成事実を積み重ねられ続けて、占拠された住民がふるさとを追わ

れたままになっているという、沖縄との違いはあるものの、日本国民の安全保障の視点からするな

らば、直接的には必要ないかもしれませんけど、道民の感情からすると、やはりそういうことも含

めて国民的議論をきちっとしていただくというのが筋ではないかというふうに考えるところであり

ます。

（３）についても、（２）の国民的議論の中で国民が当事者意識をしっかりと持ち、我が国の取

り巻く国際情勢をしっかり認識した土台の上で、沖縄問題を沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、

民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な

手続により解決することとするならば、やはり、先ほど申し上げたように、千島、南樺太の故郷を

追われた住民を多く持つ北海道民においても、千島、南樺太問題として、我が国における位置づけ

を同様にした上で、地域への一方的な押しつけにならないよう決議すべきと考えるところでありま

す。
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以上のことから、陳情第１号、第３号については、願意に沿いがたく、不採択と判断いたします。

○中野委員長 次に、公明党。中村委員。

○中村委員 陳情第１号及び第３号について、公明党の判断を申し上げますと、願意に沿いがたく、

不採択とすべきと考えます。以下、簡潔にその理由を申し上げます。

陳情者が求めているのは、辺野古新基地建設工事の即時中止と、普天間基地の運用停止でござい

ます。現在の普天間基地の代替施設ができる前に運用停止することは、日本の安全保障に穴をあけ

かねないという懸念が出てきます。日米安全保障条約、正式には日本国とアメリカ合衆国との間の

相互協力及び安全保障条約、その第６条には、米軍に基地を提供する目的として、日本国の安全に

寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するためと規定されております。米

軍の基地維持の目的が、単に日本の防衛に限定されているのではなく、広く極東の平和の維持に及

んでいることから、この規定は極東条項とも呼ばれております。近年は、中国の海洋進出の猛威、

北朝鮮のミサイル問題など、安全保障上最低限の米軍基地の存在は、日本の国民を守るために必要

であると考えます。沖縄に米軍基地が多く存在していることから、陳情者が求めている普天間基地

の代替施設が日本国内に必要か否かの議論を行うことについては、理解できるところもあります。

しかしながら、陳情で求めているのは、代替施設ができる前に普天間基地の即時停止を求めている

以上、願意に沿いがたく、不採択とすべきと判断いたしました。

○中野委員長 次に、共産党。石川委員。

○石川委員 日本共産党は、陳情第１号については、願意に沿いがたく、第３号につきましては、

願意妥当というふうに判断いたします。以下、簡潔にその理由を述べます。

この２つの意見書は、件名は全く同じですが、中身を見ていくと若干の違いがあります。一番大

きな違いは、陳情事項１の（３）で、陳情第１号は、「沖縄以外の全国の全ての自治体を等しく候

補地とし」という文言がありますが、第３号にはないというところです。私どもの会派は、辺野古

新基地建設の即時中止と、普天間基地の運用停止については賛成しております。また、基地の問題

は、国民みんなで考えなければいけないというのは大事な提案だというふうに思います。しかし、

私どもの会派は、沖縄に必要のない基地は、全国のどこにも必要がないという考え方なので、「沖

縄以外の全国の全ての自治体を等しく候補地とし」という文言には賛成できかねます。この陳情事

項の１は、意見書を提出することにくくられているため、陳情第１号には賛成できかねます。よっ

て、陳情第１号については不採択、陳情第３号につきましては、採択すべきというふうに判断いた

します。

○中野委員長 次に、無党派Ｇ。ひぐま委員。

○ひぐま委員 陳情第１号及び第３号の判断について、最後まで会派内で意見が分かれました。そ

こで、無党派Ｇの総務常任委員として、私個人として判断をいたしました。まず、結論から申しま

すと、陳情者の願意には沿いがたく、陳情第１号及び第３号につきましては、不採択というような

判断をさせていただきました。以下、簡潔に理由を申し上げます。

普天間基地の近隣住民に対する危険度の高さは、誰もが認識しているところでございます。普天

間基地の早急な運用停止を求めることには賛成をいたします。辺野古移設が唯一の解決策との政府

の意見に確信は持てませんが、普天間基地移設の話が出てから２０年以上経過しており、その間に

さまざまな政治的変更もあり、有識者や専門家などと議論を重ね、さまざまな案の中から、現在の



- 4 -

結論であるというふうな認識をしております。これからさらに議論を重ね、また数十年間にわたり

普天間基地周辺の住民を危険にさらすことを考えると、具体的な解決策がないまま、ただ、辺野古

への移設反対という判断はできないという結論に至りました。私は、一刻も早く、普天間基地周辺

の皆様が安全に暮らせる状態にすることが、やはり一番望ましいというような考えを持っておりま

す。以上の理由から、陳情者の思いは察するところではありますが、陳情第１号及び陳情第３号に

つきましては、不採択と判断させていただきました。

○中野委員長 次に、無所属。佐藤委員。

○佐藤委員 陳情第１号及び第３号について、不採択という判断をいたしました。

それでは、それぞれ第１号、第３号を不採択とした理由について、沖縄戦、米軍による沖縄統治、

そして沖縄返還の経緯に立ち返ってその理由を述べさせていただきます。

第２次世界大戦の末期、昭和２０年２月、連合軍首脳はヤルタ会談において日本を壊滅させて、

無条件降伏をさせる方針を確認。米軍は、４月中に沖縄を占領した後、南九州への上陸、そして関

東平野への侵攻作戦が計画され、ソ連軍による北海道、東北への侵攻も決定されました。昭和２０

年４月１日、米軍は１カ月で作戦を終結させる計画で、沖縄本島へ上陸を開始して、日本軍守備隊

との戦闘が始まりましたが、３カ月後の６月２３日、日本軍守備隊の最高司令指揮官であった牛島

大将の摩文仁での自決により、ようやく沖縄本島における組織的な戦闘は終結をしました。沖縄戦

における日本軍守備隊の戦死者は約６万５千人に対して、米軍は地上戦等による死傷者、神風特別

攻撃隊による船舶の被傷、沈没、そして激烈な戦闘による戦線離脱等約７万５千人の戦傷者を出し

ました。これは、太平洋戦争における米軍の被害としては最大となりました。これにより、もし引

き続き本土決戦を行えば、米軍の被害は１００万人を超えることが予想され、あの卑劣な原子爆弾

を広島、長崎に投下し、無条件降伏の方針を撤回して、有条件降伏であるポツダム宣言を出すこと

になりました。日本軍守備隊だけでなく、軍属や従軍看護婦など約１０万人にも及ぶ沖縄県民のと

うとい犠牲により、本土決戦が回避され、本土におけるさらなる犠牲を出すことなく戦争は終結し

ました。また、日ソ中立条約を一方的に破棄して侵攻したソ連軍は、占守島での戦いで、池田大佐

の率いる日本軍守備隊に破れ、北海道を侵略することはできませんでしたが、不法に占領された北

方領土はいまだに返還されていません。敗戦により、日本は、連合国に占領されましたが、占領軍

ＧＨＱの最高指揮官だったマッカーサーは、昭和２２年６月、沖縄人は日本人ではないと突然発言

をいたしました。この発言の裏には、米国がグアム島のように沖縄を永久支配して本土と切り離す

意図があることが明白でした。これをお聞きになられ、沖縄県民を御心配された昭和天皇は、ＧＨ

Ｑのマッカーサーと面談、沖縄について２つのことを要望されています。１つは、米軍が引き続き

沖縄を占領する場合においても、沖縄の潜在的主権は日本が持ち、施政権のみを米国が預かる形に

してほしい。もう一つは、共産主義勢力から沖縄を守るために沖縄に軍事力を展開してほしいと要

望され、マッカーサーは、昭和天皇の御要望を受け入れました。そして、昭和２７年、サンフラン

シスコ講和条約によって日本の独立が回復されましたが、沖縄の施政権は米国が預かり、琉球政府

が置かれ、米軍基地が沖縄に配置されることになりました。米国の統治下において、沖縄県民は祖

国復帰を強く望みました。そして、その中心的役割を果たしたのが、沖縄教職員会です。初代会長

は、復帰後の初代沖縄知事となった屋良氏です。屋良氏は各家々に国旗、日の丸を掲げる運動を展

開して、本土からも多くの国旗が沖縄に送られました。昭和３０年代から４０年代には、沖縄の教
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職員が復帰運動の中核となり、沖縄を返せとデモ行進を行っています。昭和４０年、佐藤栄作首相

が戦後初めて首相として沖縄を訪問、沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国の戦後は終わらな

いと沖縄県民を励まし、沖縄の祖国復帰がいよいよ現実のものとなりました。そして、昭和４６年、

沖縄返還協定が国会に上程されました。しかし、当時の民社党と公明党は採択に反対、社会党と共

産党は議場から退席して採決に加わりませんでしたが、自民党の賛成多数によって辛うじて協定は

可決成立、沖縄返還協定が批准されて、昭和４７年５月１５日に沖縄は祖国復帰を果たすことがで

きました。もし、沖縄返還協定が国会で否決されていれば、沖縄の祖国復帰は実現していません。

イデオロギーを振りかざして沖縄返還協定に反対した当時の国会議員は、祖国復帰を心から願って

いた沖縄県民を愚弄したとしか言えません。平成１９年５月に沖縄タイムス、朝日新聞などが行っ

た沖縄県民への共同調査によると、日本に復帰してよかったかとの質問に対して、よかったとの回

答が８２％、よくなかったが５％です。また、よかったと回答した年齢別内訳は、１８歳から２９

歳では９０％を超え、３０代で８６％、４０代と５０代で８４％、６０代は７２％、７０歳以上は

７４％で、若い世代ほど本土復帰を肯定的に評価しているのが沖縄の現状であり、米軍基地反対を

唱えるのは沖縄県民の一部であることが明らかです。私自身、昭和５１年、復帰間もない沖縄を訪

れました。当時はまだ、車は右側通行で、那覇市の繁華街、国際通りの店の看板はほとんどが英語

で表記され、本当にここが日本なのかと驚いたのを覚えています。沖縄祖国復帰からことしで４８

年が経過しますが、日本全国の都道府県別ランキングを見ると、現在の沖縄にはさまざまな問題が

あることがわかります。１人当たりの県民所得、小学生、中学生の学力、高校、大学の進学率、１

人当たりの納税額、任意の自動車保険の加入率などはいずれも全国最下位、一方、離婚率、人口１

０万人当たりのＤＶ発生率、学校給食費滞納率、国税滞納発生割合などは全て全国一です。行政、

特に沖縄県庁は、米軍基地反対を叫ぶ前に、沖縄振興のためにやるべきことが山積していることを

認識すべきです。また、沖縄県内の市町村別所得ランキングを見ると、米軍基地を抱える自治体が

上位を占めており、米軍基地の存在を否定しながら基地に依存している姿が浮き彫りになっており、

これも、官民ともに、沖縄本来の産業育成をしてこなかったことの証左にほかなりません。これら

沖縄の現状と諸問題を指摘しない地元沖縄のマスコミにも問題があります。沖縄本島中央部に位置

する４８０ヘクタールの広大な普天間基地の返還の実現により、企業誘致など新たな産業振興は大

いに期待できます。また、沖縄における米軍基地の存在は、日米安全保障条約に基づく我が国の防

衛はもちろんのこと、近年、海洋覇権国家を目指して尖閣諸島や南シナ海へ進出している中国を抑

えるためにも大変重要です。特に、対外有事の際には、不沈空母としての役割もあります。したが

って、日本の安全保障と東アジアの安定のために、沖縄の米軍基地は絶対に必要であり、沖縄県民

の基地負担を軽減し、沖縄の産業を振興するため、普天間基地の返還と、米軍基地の名護市辺野古

地区への移設は、日米両国と沖縄県民にとって最良の選択であると思慮します。以上の理由から、

第１号、第３号の陳情は不採択と判断しました。

○中野委員長 ただいま陳情第１号、第３号合わせて意見開陳をしていただきました。

それでは、陳情第１号及び第３号の賛否については全会一致とならなかったことから、起立採決

することといたします。まず、陳情第１号について、採択するべきと決定することに賛成の委員の

起立を求めたいと思います。

（起立する者あり）
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○中野委員長 起立少数であります。よって、陳情第１号については、不採択とするべきものと決

定いたしました。

続いて、陳情第３号について、採択するべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めたい

と思います。

（起立する者あり）

○中野委員長 起立少数でございます。よって、陳情第３号につきましても、不採択とするべきも

のと決定いたしました。

本会議での委員長口頭報告案については、正副委員長に一任願えるでしょうか、委員の皆様に確

認したいと思います。

（「はい」の声あり）

○中野委員長 それでは、そのように進めさせていただきたいというふうに思います。

次に、２番、令和２年第１回定例会提出議案について、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計

補正予算について、議案第４号、令和元年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正予算について、議

案第６号、令和元年度旭川市駅周辺開発事業特別会計補正予算について、報告第１号、専決処分の

報告について（損害賠償の額を定めること）、報告第３号、専決処分の報告について（変更契約を

締結すること）、理事者からそれぞれ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 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算、議案第４号、令和元年度

旭川市公共駐車場事業特別会計補正予算及び議案第６号、令和元年度旭川市駅周辺開発事業特別会

計補正予算につきまして、補正予算書に基づきまして御説明申し上げます。

まず、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算につきましては、国際交流活動基金積立

金ほか４３事業で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６０億１千８２０万５千円を追加しようとする

ものでございます。本委員会の所管にかかわりましては、補正予算書２１ページから２５ページの

事項別明細書、歳出にお示しいたしております事業のうち、２款総務費に、地域公共交通対策費で

１千２０６万５千円、減債基金積立金で４億６千３４６万７千円、４款衛生費に、水道事業会計出

資金で２億７千６８５万円、病院事業会計補助金で３億円をそれぞれ追加しようとするものでござ

います。歳入につきましては、１６ページから２０ページの事項別明細書、歳入にお示しいたして

おりますもののうち、７款地方交付税で８億５千２５８万４千円、１９款寄附金のうち、一般寄附

金で１億７１３万３千円、２０款繰入金のうち、駅周辺開発事業特別会計繰入金で３千７６０万円、

２１款繰越金で１億５千３０８万１千円、２３款市債で２８億４千５００万円をそれぞれ追加し、

２０款繰入金のうち、財政調整基金繰入金で３億４千４７５万１千円を減額しようとするものでご

ざいます。４ページの第２表、繰越明許費補正では、水道事業会計出資金を繰越明許費として追加

しようとするものでございます。５ページ及び６ページの第３表、債務負担行為補正では、令和２

年度分施設維持管理業務等委託料について債務負担行為を追加しようとするものでございます。７

ページの第４表、地方債補正では、水道事業会計出資債を追加し、老人福祉施設建設補助事業など

３件の限度額を変更しようとするものでございます。

次に、議案第４号、令和元年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正予算につきましては、１１ペ

ージの第１表、債務負担行為補正にお示しいたしておりますように、旭川駅前広場駐車場運営業務
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委託料について、債務負担行為を追加しようとするものでございます。

最後に、議案第６号、令和元年度旭川市駅周辺開発事業特別会計補正予算につきましては、駅周

辺土地区画整理事業事務費ほか３事業で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ３万円を減額しようと

するものでございます。その内容といたしましては、補正予算書３７ページの事項別明細書、歳出

にお示しいたしておりますように、１款土地区画整理事業費の駅周辺土地区画整理事業事務費など

３事業で、３千７６３万円を減額し、一般会計繰出金で３千７６０万円を追加しようとするもので

ございます。歳入につきましては、３６ページの事項別明細書、歳入にお示しいたしておりますよ

うに、１款繰越金で３万円を減額しようとするものでございます。以上でございます。何とぞよろ

しくお願い申し上げます。

○中野委員長 総務部長。

○野﨑総務部長 報告第１号、専決処分の報告につきましては、庁用自動車による交通事故による

損害賠償の額を定めることについてであります。その内容でございますが、昨年１２月２３日に市

内、末広１条９丁目において、庁用の小型貨物車が相手方の車両と接触し損害を与えたもので、市

の過失割合を１００％とし、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ことから、御報告申し上げるものでございます。以上、よろしくお願い申し上

げます。

○中野委員長 総務監。

○佐藤総務部総務監 報告第３号の専決処分の報告について御説明申し上げます。本件は、建設工

事の変更契約に関するものでございます。第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事につきましては、

平成３０年６月１５日に議決をいただきまして、令和元年８月２３日に、いわゆるインフレスライ

ド条項を適用して、契約金額を８億１千５６１万８１６円に変更したものでございますが、消費税

率改定による税率変更に対処するため、契約金額を８億１千５７１万４千７２０円に変更するもの

で、令和２年１月２７日に専決処分をさせていただいたものであります。以上、地方自治法第１８

０条第２項の規定により御報告申し上げます。よろしくお願いいたします。

○中野委員長 ここで、各委員のほう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、説明を受けたということにとどめたいと思います。

３番、報告事項について、最初に、旭川市総合庁舎建替実施設計委託の完了について、理事者か

ら報告をお願いいたします。

庁舎建設担当部長。

○中野総務部庁舎建設担当部長 旭川市総合庁舎建替実施設計委託の完了について御報告いたしま

す。

新庁舎建設にかかわる設計業務は、その履行期限を１月３１日までとして進めてまいりましたが、

１月３１日付で業務完了報告書の提出があり、２月６日付で完了検査に合格したところでございま

す。設計業務と並行して行ってまいりました建設予定地の地中熱ボアホールの掘削工事など、準備

工事も順調に作業を終えたところであります。また、年度内には、工事用車両の進入経路確保のた

め、永隆橋通り歩道の切り下げ工事を完了する予定でございます。新庁舎にかかわる建設工事は、

建築、機械設備、電気設備の合計７本の工事に分割して発注することとしておりますが、いずれも
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１月２４日付で工事の入札に向けた公告を行ったところであり、２月２５日火曜日を開札日とした

郵便入札を実施することとしております。工事契約に係る一連の手続が順調に進みますと、４月に

は現場への乗り込みが可能となる見通しでございます。

今後、本格的に工事が進められることになりますが、施工中においても、障害者団体や高齢者団

体、子育て世代の方などから、事物類の取りつけ位置や細かな寸法などについて御意見をいただき

ながら、さまざまな立場の方々にとって使いやすい庁舎となるよう努めてまいります。また、新庁

舎完成後の円滑な業務の開始や、新庁舎の効率的な運用などソフト面の検討は、工事と並行して進

めてまいりますが、今後は、これらの検討状況につきましても適宜報告してまいります。報告は以

上でございます。

○中野委員長 ここで委員の皆様、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、報告を受けたということにとどめたいと思います。

次に、旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）結果について、理事者から報告をお願いいたしま

す。

総務監。

○佐藤総務部総務監 平成２８年１２月に制定されました旭川市における公契約の基本を定める条

例、いわゆる公契約条例の附則の定めに基づきまして、契約審査委員会を開催し、その際御意見を

いただきました賃金の実態にかかわる調査について、このほど結果を取りまとめましたので報告い

たします。お手元の旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）結果もあわせてごらんください。

調査の概要でございます。市が発注した設計金額が５００万円以上の建設工事を受注した事業者

と、その下請に入った事業者を対象といたしました。これまでの議会等の議論を踏まえまして、公

共工事設計労務単価と、実際の支払い賃金の差が問題にされていたことなどから、市発注の建設工

事を対象としたところでございます。なお、事業者の事務負担等に配慮いたしまして、複数の工事

がある場合は、一番請負金額の高い工事を対象といたしました。対象となる労働者につきましては、

調査対象工事の施工期間のうち、本年度４月から１０月の間に１日以上工事に従事した設計労務単

価において定める５１の職種に該当する方といたしました。なお、役員、現場代理人等の技術者、

事務職員等は調査の対象としておりません。対象とする賃金につきましては、基本給、通勤手当な

どの基準内手当、また、過去１年間に支給された臨時の賞与、現物支給としており、時間外手当は

対象外としております。調査期間は令和元年１１月８日から１２月２７日までといたしました。回

答が寄せられたのは、元請、下請合わせて２７７社でありましたが、対象労働者のいない４６社、

調査票未記入のあった２６社を除きました２０５社、８８８人の集計結果となっております。

その後、令和２年１月に、調査票の提出があったもののうち２３社に対し、さらに、聞き取り調

査を行いました。寄せられた回答につきましては、労働者の年齢、経験年数、元請と下請の別、常

雇いと日雇いの別、また、外国人労働者など、できる限り多角的に賃金実態を捉えるようにしたと

ころでございます。その結果につきましては、お手元の資料、２ページ目から４ページ目にかけて

お示ししておりますが、その中で主要なものについて御説明申し上げます。２ページ目、２の調査

結果概要の（１）であります。労働者の平均賃金でありますが、対象となった労働者全体で１日８

時間当たり、１万３千７１７円でありました。なお、設計労務単価を定めている５１職種中、今回
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の調査においては、２８職種について回答をいただいております。３ページ目の（５）であります。

元請、下請の関係では、比較ができた１０職種中平均賃金で元請が下請を上回っていたのは、普通

作業員、軽作業員、一般運転手及び配管工の４職種で、他の６職種においては、下請のほうが元請

を上回っている状況です。次に、（６）であります。今回、調査した実態賃金の全体水準を図るた

め、公共工事設計労務単価と比較したところ、先ほど申し上げました１日当たりの平均賃金、加重

平均でございますが、１万３千７１７円は、公共工事設計労務単価の加重平均額、１万９千１０９

円の約７割となっておりました。なお、特殊作業員は７２％、普通作業員７７％など、１０の職種

で平均賃金が労務単価の７割以上となっております。また、賃金実態調査とあわせまして、社会保

険等の加入状況も調査いたしましたが、雇用保険とあわせまして、未加入者はいないという状況も

確認できたところでございます。なお、資料５ページから１３ページにかけまして、調査結果を表

として掲載させていただきました。また、聞き取り調査の主な意見を１５ページから１７ページに

掲載させていただきました。

以上、調査結果について御報告いたしましたが、この結果についてはさらに分析を加えるほか、

いただいた御意見等も踏まえ、今後も一層の公契約条例の推進に努めてまいることとしております。

以上、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、旭川大学をベースとした公立大学の設置について、前回の委員会で

佐藤委員から御質疑があった件について、理事者から発言の申し出があったため、今回の報告とあ

わせて発言を求めたいと思います。

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 旭川大学をベースとした公立大学の設置について、御報告

させていただきます前に、１月２１日に開催されました総務常任委員会において、佐藤委員から御

指摘のありました新聞報道の件について、御説明申し上げます。

同日の委員会開催前に、旭川大学の市立化にかかわる記事が報道されたことについては、大学に

取材した内容に基づいたものでありますが、委員会で報告させていただいた課題整理の結果につい

ては、旭川大学と市が協議を行った結果であり、その情報を共有していたところ、図らずも新聞報

道されたことについては、情報管理の点から申しわけないと思っております。この場を借りておわ

び申し上げます。

次に、旭川大学をベースとした公立大学の設置については、２月６日の予算記者発表において、

市長から公立大学の設置を進めていきたい旨の発言がありましたので、このことにかかわって説明

させていただきます。

旭川大学をベースとした公立大学の設置については、平成２８年２月に旭川大学から市への要望

書の提出を契機に、公立大学の新設に伴うさまざまな課題を踏まえた結果、平成２８年度から検討

を行っており、有識者懇談会の開催、市民、高校２年生等のアンケートの調査、外部の専門機関に

よる調査、また市議会においては平成２９年３月から２年間にわたる調査特別委員会が設置される

など、さまざまな視点から質疑をいただいたところであります。先月の１月２１日の総務常任委員

会において報告させていただいたとおり、調査特別委員会における各会派等からの御指摘や御意見
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などを踏まえた、法人分離後の高校等の運営、教職員の体制づくりなどの課題について整理ができ

たものと考え、新年度からは、公立大学の設置を目指していきたいと、市長自身が判断されたとこ

ろであります。公立大学の設置にかかわる新年度予算については、今後開会されます第１回定例会

において提案させていただくことになりますので、御審議賜りますよう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がございますでしょうか。

えびな委員。

○えびな委員 前回の１月２１日、残余の質疑については改めて別の機会にということで、新年度

予算の前としては最後のチャンスなのかなというふうに思います。限られた時間ですので、たくさ

んのことはお聞きいたしません。

それで、今も部長からこれまでの検討の経緯の説明もございましたが、改めて、２月６日の次年

度予算の市長記者発表の際に、今、部長からも報告があった、この旭川大学をベースとした公立大

学設置についての正式な表明がされたということでありますけれども、市長の表明を受けて、今の

時点で担当としてはどのように受けとめているのか、まず、聞かせ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 １月２１日に開催されました総務常任委員会において、課

題の整理結果を報告させていただきましたが、その内容を踏まえて、市長が判断した結果、２月６

日の予算の記者発表での正式表明になったと思っております。市長の正式表明を受けまして、旭川

大学をベースとした公立大学の設置の是非について、今後、議会において議論され、判断されるこ

とになるものと思っておりますので、担当としては、最終的な局面にたどり着いたという思いであ

ります。

○えびな委員 最終的な局面という認識ですから、先ほどの答弁にもありましたけれども、今後の

新年度予算の議会の議論を経て、スタートが切れるか、切れないかということなんだと思います。

本来でしたら、この辺のところは、直接市長にお聞きするところですけれども、常任委員会の場で

ございます。そういう意味では、きょう出席していただいている顔ぶれからすると、部長にお聞き

するしかないんだと思いますが、この間、石川委員から、何で副市長が出席していないのという話

がありました。もちろん、我々も正式に出席要求もしておりませんので、そんなことにならないの

かなと思いながらも、担当部局としては、副市長の出席についての検討というのはされたんでしょ

うか。まず、ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今回、私から報告させていただいたものについては、２月

６日の市長の予算記者発表について、市長の判断した結果についての御報告でしたので、副市長が

出席するということも検討させていただきましたが、副市長が他の公務との関係がありまして、出

席がかなわなかったことから、私から報告させていただいたということであります。

○えびな委員 正式な出席要求をすればそうなったのかもしれません。ただ、議会日程上、なかな

か委員長の御苦労をいただいたとしても、そうなるのかどうなのかということもありましたので、

私も正式な出席要求まではいたしませんでした。

そこで、部長にお聞きすることになるわけですけれども、先ほども経緯については述べていらっ

しゃいましたが、この２月６日の記者発表で正式表明されるに至った理由、経緯について、改めて

お聞きしたいと思います。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 先ほども御答弁させていただきましたが、課題の整理結果
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を先日の総務常任委員会で報告させていただいた後で、その内容を踏まえて市長が判断されたもの

ではありますが、新年度の予算編成との関係もありましたので、２月６日の予算の記者発表での正

式表明になったものと認識しております。

○えびな委員 課題が整理された結果の報告書をいただいて、各委員あるいは各議員が整理できた

というふうに判断したかどうか、ちょっとそこは定かではございませんが、いずれにせよ、担当の

ほうとしては課題が整理されたと。市長もまたそれを受けて、課題が整理されたという認識の上で

表明されたということであります。この間の報告書にもありましたけれども、令和４年の開学を目

指して、令和６年に新学部設置という、そういうスケジュールでいきたいという意向をお伺いして

いたところです。一部、廃止する部分もありますけれども、現学部・学科の検討というものも当然、

これからされていくんだろうなというふうに思います。実質スタートは令和４年なんですけど、そ

の先のいわゆるものづくり大学の要素も含めた新学部設置と、２段構えで、本当の意味での公立旭

川大学のスタートになるんだろうなというふうに思います。

もちろん、この間の報告にもありましたように、令和６年の新学部設置に当たっては、初期投資

もあるわけであります。新学部のための施設整備にかかわる費用は、少なくとも約７億２千万円と。

少なくともということは、多いとどうなのかなということもあります。新庁舎の整備についてもそ

うですけど、資材の値上がりということも当然、令和６年までの間にあるのかなと。そんなことを

含めると、この７億２千万円というのが妥当なのかどうなのかという話もあります。

さらに、費用の財源措置、これはどういうふうに考えているのか。起債を考えているのであれば、

その償還年数もお示しいただきたいというふうに思います。

○上代総合政策部主幹 新学部として考えております、仮称でございますが、地域創造デザイン学

部の設置に伴いまして、必要な施設設備に係る費用につきましては、昨年度実施いたしました外部

の機関による調査結果から、少なくとも約７億２千万円という費用がかかると考えているところで

あります。この費用につきましては、対象事業費の７５％が充当される起債の活用というものを想

定しているところでございますが、仮に、対象事業費が約７億２千万円といたしますと、その７

５％である５億４千万円が市債の発行というふうになり、差額の残り１億８千万円については、一

般財源が必要になるものと考えております。

また、この市債の償還期限につきましては、具体的な期限が定められてはおりませんが、施設の

耐用年数ですとか償還額などを踏まえますと、２０年程度になるのではないかと現時点では想定し

ているところでございます。

○えびな委員 起債も考えている、そして、償還期間が２０年程度になるだろうと。単純計算にな

らないのかもしれませんが、単純にこのままだとすれば、毎年２千７００万円ずつ後年度負担が出

てきますよという話になりますねということだと思うんですけれども、新学部に対する費用負担も

改めてお答えいただきましたし、起債の活用も想定しているということでありました。新学部の設

置が、先ほど来申し上げているように、現時点で令和６年を想定しているということであるわけで

すから、この時期の前後というのは、先ほども触れました、新年度から本格着工する市役所新庁舎

の事業もあれば、近文リサイクルプラザの整備とか、ほかにもまだあるんだと思います。そういう

事業が集中する時期になるわけでして、本当に起債を活用して実施することができるのかどうなの

か。大丈夫かどうか、しつこいようですけど、改めて聞かせていただきたいと思います。
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○上代総合政策部主幹 新学部にかかわります費用負担についてのお尋ねでございます。比較が妥

当かどうかちょっとわかりかねますが、これまで公設民営の私立大学が公立に移行した事例につい

ては、大学の整備に係る費用として、数十億から１００億円ほどの費用を自治体などが拠出してお

り、そうした事例などと比べますと、今回想定しております新学部の設置費用の約７億２千万円と

いう額につきましては、額だけの比較では、そう多額ではないのかなというふうな感じを持ってお

ります。しかしながら、えびな委員御指摘のとおり、市全体の大規模事業の実施が重なるといった

状況も一方ではあるかと思います。新学部の設置に係る費用については、公立大学の設置が今後、

正式に判断された後、専門的な知見も活用しながら、教育内容ですとかカリキュラム、そういった

ものを整理し、最終的に必要な施設、設備の規模、整備の事業費などが固まっていくものと認識し

ておりますが、大規模事業の実施状況も鑑みながら、費用の縮減につながる工夫などもあわせて考

えていく必要があるものと認識しております。

○えびな委員 他の大規模事業の動向も鑑みながらという御答弁だったと思います。もちろん、そ

うしていただかなければいけないわけです。いずれにせよ、一つ一つの事業というのが、やはり財

政的に厳しくなっていく中ですので、チャレンジといいますか、冒険といいますか。もちろん、若

者の確保という意味で、ぜひ旭川大学を残してほしい、なくしちゃいけないという声もあるわけで

して、中身がどういうふうに変わっていくかという問題はあるにしろ、少なくとも今の旭川大学に

通学している人員については、やっぱりとどめてほしいという要望も強いことは、私も存じている

ところであります。一方において、先ほど、他市の事例と額での比較はありますけれども、後段の

答弁にありましたように、旭川市として果たしてどうなのかということは、ぜひ改めて考えながら

進めていただきたいなと思います。

投資もして、大学に携わる人材、職員にしろ、教授陣にしろ、きちっと今までの人たちをチェッ

クしながら、改めてスタートという形ですから、本腰を入れて魅力ある大学をつくっていくんだと

いう決意のもとにスタートしようとしているんだとは思うんですけれども、大学自体はいい大学が

できましたと、最後は何かというと、やっぱり旭川にどれだけの人材が残ってもらえるのか。地元

の人もさることながら、別の地域から旭川大学に入学しましたよと。じゃ、その人たちがどれぐら

い残ってもらえるのか、ここが最後の勝負どころですね。単なる大学経営だけだったらいいですけ

ど、自治体としてはやっぱり、そこまできちっと考えてもらわないといけないと思うんです。この

ことは、私も何回も申し上げてきたところであります。そういう意味で、１月の委員会でもお聞き

したと思いますけれども、公立化された大学の卒業生が、どのぐらい市内に残るかということです。

経済界からも相当、この旭川大学を残してほしいという声もあるようですけども、残してほしいと

いう声の人たちも含めて、経済界ときちっとタイアップしていっていただきたいと思いますが、そ

の辺はどんなふうに考えているのか。繰り返しになるのかもしれませんけど、もう一回聞きたいと

思います。

○上代総合政策部主幹 経済界とのタイアップというお尋ねでございますが、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けれども、卒業生の地域内の定着については、先日の総務

常任委員会でも答弁させていただいたところでありますが、学生に地域のよさを感じてもらう取り

組みですとか、大学での学びで地域をより深く知ってもらう、そういった取り組みのほか、インタ

ーンシップといった取り組みなどが考えられるかと思います。また、新設する地域創造デザイン学
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部については、特に学部とかかわりの深い産業界が要請されている学部といったこともございます

ので、そうした連携を密に図っていきたいと考えているところでありますが、いずれにいたしまし

ても、卒業生の地元地域への定着については、行政のみの力では限界があるのかなというふうに思

っておりますので、地域全体の協力は、産業界を含め、重要な要素であると認識しているところで

ございます。

○えびな委員 時間の関係もありますので最後になりますけれども、改めて経済界とのタイアップ

に関する考え方はお聞きしました。しかし、このことは本当に待ったなしで、これは水面下で既に

進んでいるのかどうかわかりませんが、やはり間髪入れずに、そこのところをやっていただかない

と、せっかく投資して、かなりの数が全国から来たけれども、卒業生の何分の１とかそういうふう

には申し上げませんが、全然残らなかったと。この間視察した長岡造形大学なんかは、優秀な学生

がいっぱい来たんだけれども、地元の人間もどのぐらい残ったのか、そこまで細かくは聞きません

でしたが、結局みんな散っちゃったと、そういうことになってしまっては、何のために肝いりで公

立大学をつくったのかというふうになると思うんですよね。その辺は、おくれることがないように

連係プレーをしていただきたいわけです。あんまり具体的にというと、スタートしていないものを

何で今からという話になるかもしれませんので、言葉が難しいんですが、その経済界とのタイアッ

プは果たして具体的にできそうな雰囲気というのはあるのかどうなのか。きょうはそこまでにさせ

ていただきますが、それを聞かせ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 卒業生の地域内の定着にかかわって、経済界とのタイアッ

プに関する雰囲気についてでありますが、公立大学の設置にかかわっては、旭川商工会議所とあさ

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要望があるほか、旭川商工会議所

の政策委員会での御議論や、北海道中小企業家同友会主催によるセミナーの実施などが行われるな

ど、公立大学にかかわっての機運の醸成に努めていただいているところであります。公立大学の設

置が正式に決定した場合には、こうした動きもありますので、卒業生の地域への定着についても、

経済界から協力を得ることができるのではないかというふうに考えております。

○えびな委員 今、幾つかの団体、それぞれ大事な団体ですけれども、名前が挙がりました。要望

だけして、俺知らんわという話にはもちろんならないと思います。責任ある方々だとは思いますけ

れども、やはり個々の企業という話じゃなくて、どういう仕組みをつくっていくかということは、

もちろん今後、もしスタートというふうになったら、本当に、全庁を挙げて総合的に検討していた

だかなければいけないことだと思います。

残余はまた、続きはどこかであるかもしれませんけど、きょうはそこまでにさせていただいて、

以上で質疑を終わら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 きょうもごらんのように、副市長は出席されておりません。１月の総務常任委員会で、

副市長が出席していないことについての考えを聞いたわけですが、そのときの答弁では、あくまで

も課題を整理した内容を報告するものであり、判断を伴うものではない、こういった答弁でした。

きょうの報告は、判断した結果の報告であるというふうに受けとめております。なぜ判断を伴う報

告なのに、副市長が出席していないのか、お聞かせください。
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○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 本日、報告させていただきました内容については、２月６

日の予算記者発表において、市長から、公立大学の設置を進めていきたい旨の発言があったことに

ついて報告させていただいております。今、委員から御指摘のとおり、市長の判断した結果の内容

でありますので、先月の委員会においても、委員のほうから御指摘がありましたとおり、必要に応

じて理事者の判断において副市長が出席するということが考えられるというお話もありました。そ

ういったことから言いますと、本来、副市長が出席して報告をしなければならないというふうにも

考えたところですが、さきのえびな委員の御質問にもお答えしたとおり、公務の関係で出席はかな

いませんでした。そういったことから、私からの報告ということになりましたので、御理解いただ

きたいと思います。

○石川委員 今、副市長が公務でということでしたけれども、きょう総務常任委員会が開かれると

いうことは、あらかじめわかっていたわけなんですよね。これは議会軽視と言えるのではないでし

ょうか。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 副市長からその観点での考えを直接聞いていないので、何

ともお答えしにくいんですが、そういうふうに言われてもおかしくないのかもしれないですが、

前々から公務があったということで決まっていたというふうに聞いています。具体的な公務の内容

までは聞いていませんが、御理解いただきたいと思います。

○石川委員 今の答弁で理解したわけではありませんが、次に進みます。

１月の常任委員会でなぜ報告できなかったのかということなんですよね。一体、何に時間を要し

たのか。決め切れなかった重要な課題があったということなのでしょうか、お答えください。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 １月２１日の総務常任委員会におきましては、運営収支、

法人分離後の高校等の運営、教職員の体制づくりなどの課題について、報告できる形が整いました

ことから、報告をさせていただいております。まずは、その整理結果を議会に報告する必要がある

と考えまして、直近で開催されました１月２１日の総務常任委員会において報告させていただきま

した。その後、報告を踏まえまして、市長が旭川大学をベースとした公立大学の設置について判断

されたものと認識しております。

○石川委員 今の答弁ですと、１月２１日の報告を受けて、その後に市長が判断した、そういった

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 課題の整理結果の状況については、逐一、市長にも報告し

ているところでありますが、判断した状況としては、１月２１日以降にというような形だというふ

うに認識しております。

○石川委員 １月２１日以降に市長が判断して、２月６日に記者発表したわけですよね。というこ

とは、１月２１日から２月６日の間に市長が判断したということになると思うんですが、具体的に

市長が判断したのは、何月何日ですか。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 申しわけありません。具体的に市長が何月何日に判断した

というところの認識というのはありませんが、１月末までに判断されたものと認識しております。

○石川委員 １月末までに判断したんじゃないかということなんですけれども、これは市長が自分

で判断して、そのまま２月６日に記者発表したんじゃないですよね。恐らく部長のほうにも、こう

いうふうに判断したからというふうに話があったと思うんですけれども、その話があった日という
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のは、何月何日ですか。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 予算記者発表をする前に、公立大学の設置についての考え

を市長とお話しさせていただいたのが、すいません、記憶がちょっとあれですが、恐らく、１月２

９日にありましたので、そのときには判断されていたというふうに認識しております。

○石川委員 整理しますと、市長は１月２１日の総務常任委員会での報告の後、１月２９日までの

間、この１週間余りですか、その間に判断したということで、そこまで合っているかどうか、いい

ですか。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 そういった考えだと思います。

○石川委員 そこで、マスコミ発表が２月６日ですよね。通常、総務常任委員会の報告の後にマス

コミの発表というふうになると思うんですけれども、この順序が逆になった理由をお示しください。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 本来であれば、委員御指摘のとおり、委員会でまずは報告

すべきであると認識しておりますが、１月２１日の委員会では、課題の整理結果を報告させていた

だきました。その後、予算記者発表前に総務常任委員会が開催されていないことから、予算記者発

表において、旭川大学をベースとした公立大学の設置についての考えをお伝えする形になってしま

ったというふうに認識しております。

○石川委員 １月２１日の後は総務常任委員会が開かれなかったということなんですけれども、２

９日までの間に市長が判断したのであれば、例えば、臨時の総務常任委員会を開いてほしいという

ふうに、委員長なり委員に問いかけてみるとか、そういったことは考えなかったんでしょうか。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 内部で、担当者レベルでは、そういった考えというのもあ

ったんですが、具体的に委員や委員長に御相談だとか、そういったことはしておりません。

○石川委員 結果として、マスコミの発表のほうが先になってしまった。先ほども聞いたんですけ

ど、改めて、やはり私は、総務常任委員会の報告よりもマスコミ発表が先になってしまったという

ことは、議会軽視と言わざるを得ないと思うんですよね。もう一度この点についての認識をお伺い

します。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 今、委員から御指摘がありました議会軽視という部分で言

うと、確かに結果として、委員会にまず報告すべきところを予算記者発表という形で市長の考えを

お伝えするような形になってしまったということに関しては、おっしゃるとおりなのかなというふ

うに思っています。まずは議会に先に報告させていただくということが、最も望ましい、すべき形

だったというふうに思っております。御理解いただきたいと思います。

○石川委員 先に進みますけれども、大学の公立化で、特別委員会が設置されてからもう既に３年

という年月がたっておりますね。慎重に進めるということ自体は否定しないんですけれども、これ

だけの時間をかけたことについてはどのように総括されますか。

○上代総合政策部主幹 これまでの検討結果に係る総括ということでございますが、旭川大学をベ

ースとした公立大学の設置については、平成２８年度から検討を開始してきております。そうした

ことから考えますと、およそ丸４年が過ぎようとしております。この間、有識者懇談会を平成２８

年度、２９年度の２カ年にわたって開催いたしまして、その後、市民へのアンケートですとか、市

内の高校２年生へのアンケートなども行って、平成３０年度に外部の専門機関による公立大学法人

化の可能性調査といったものを予定しながら、実施をしてきたところでございます。この期間、融
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識者懇談会の開催と並行しまして、市議会においても、旭川大学の市立化等調査特別委員会が開催

され、２年間にわたりさまざまな視点で、委員の皆様から御議論いただいたところであります。こ

ういった経過は確かに時間をかけて進んでいるところでございますが、検討に要する時間としては、

いずれも必要な時間であったものと捉えているところでございます。

○石川委員 今、いろいろ答えられましたが、結果として時間がかかった、この時間が必要だった

ということだと思うんですけれども、私は、これだけの時間がかかってきたということをどのよう

に総括するのかというふうに聞いているんですけど、もう一回答弁いただいていいですか。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 お答えになるかどうか、ちょっと自信がないんですが、旭

川大学をベースとした公立大学の設置については、これまでもいろいろと議会の中で御意見をいた

だいているとおり、他の公立化している事例とは大きく違う点があります。旭川大学については、

公設民営等、公私協力などの公立大学に移行する事例とは、公立大学の設置の流れとしては、大き

な違いがあるというふうに思っております。そうした点からも、他の地域において公立化している

ところにおいては、比較的、本市において取り組んでいる状況とは違いまして、数年間で判断して

公立化しているような状況にもあります。本市においては必要な取り組みが多いですとか、市議会

での議論も含めまして、そういったところにおいて、やっぱりこの時間の経過については、必要な

時間ではあったのかなというふうに思っております。

○石川委員 ちょっと今のも苦しい答弁かなというふうに思うんですけれども、時間の関係もあり

ますので。この間、運営収支、法人分離、教職員の体制と一定の課題は整理されてきたというふう

に思うんですが、そもそも、この公立大学設置の意義というものが示されてないというふうに思う

んですけれども、いかがでしょうか。

○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、単な

る救済だけではなく、検討を始めました平成２８年４月に、市から大学に、法人分離、予定されて

いる耐震化の実施、学部、学科等の見直し、ものづくり系学部等の設置の４条件を示しております。

また、教職員の体制づくりにも取り組む考えでありますので、公立化により安定的な大学運営を期

待しておりますが、さまざまな取り組みにより、より魅力的な公立大学を目指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。また、調査特別委員会の最終報告においても記載されており

ますが、学費等の負担軽減による進学先の選択肢拡大や、圏域外からの人材流入などの効果も期待

されますことから、その設置の意義はあるというふうに考えております。

○石川委員 今、設置の意義はあるという答弁でした。いろいろ、課題整理など検討した結果、設

置の意義があるというようなことだと思うんですけれども、普通は、公立化しようと思ったら、ま

ず、意義はどこにあるとか、必要性はどこにあるとか、そこから始まると思うんですが、いかがで

しょうか。

○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、検討

を始めたのが平成２８年４月からなんですが、そのときに、旭川大学からの要望があったというこ

とも大きな要素でありますが、新設する場合の公立大学と違いまして、財政的な負担ですとか、そ

ういったことも含めまして、旭川大学をベースとした公立大学設置の検討が始まっているというこ

とです。ちょっと答弁の繰り返しになって申しわけないんですが、新設する大学ですと、最初に、

意義や理念というのをまず考えるという形になると思うんですが、今回のケースについては、既存
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の旭川大学をベースとするといった意味で言うと、先ほど御答弁したように、単なる救済だけでな

く、さまざまな取り組みにより、魅力的な公立大学をつくっていきたいといったところに意義があ

るのかなというふうに、私たちの考えとしては思っております。

○石川委員 今の部長の答弁だと、新しく大学を新設するときは、こういう意義というのをまず最

初に考えて、そこから始まると。けれども、今回は既存の大学を利用しているわけだから違うと、

そういう答弁だと思うんですけれども、私が聞いているのは、旭川大学を公立化することについて

の意義なんですが。

○佐藤総合政策部大学公立化担当部長 旭川大学を公立化する意義としては、やはり現時点で学生

充足率が１００％を切っているといった状況、そこで、公立化により安定的な大学運営が期待でき

るというところの要素はあると思います。そのほかに、先ほども申し上げましたように、学部、学

科の見直しですとか、新しい学部の設置、加えて、教職員の体制づくりなどの取り組みも行ってい

くことによって、単に公立化するだけではなくて、リニューアルというかブラッシュアップという

か、そういったような形で新しい公立大学をつくっていくということに意義があるというふうに考

えております。

○石川委員 今までの答弁、なかなか納得できない場面もありましたけれども、市長が設置を進め

ていきたいというふうに公表しました。この旭川大学の公立化は、本当に、船が出港する前に暗礁

に乗り上げたかなというような印象を私は受けるんですけれども、今後どうなるか、また、この後

の議会質疑につなげていきたいと思いますので、きょうは以上で終わらせていただきます。

○中野委員長 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、本日の総務常任委員会は以上をもって散会させていただきます。

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

散会 午前１１時２９分


