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開会 午前１０時０１分 

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

○中野委員長 これより、総務常任委員会を開会させていただきます。えびな委員より､おくれる

旨の連絡がございます。 

議事予定表では１番、請願・陳情議案の審査についてとなっておりますが、議事進行上の都合に

より順番を変えさせていただきまして、初めに２番、令和元年第４回定例会提出議案についてを議

題とさせていただきたいと思います。 

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９号、旭川市旭川駅前広場条

例の一部を改正する条例の制定について、議案第１０号、旭川市空港管理条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第１１号、旭川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第１２号、旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第１４号、旭川市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第１６号、旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第２８号、株式会社旭川振興公社の株主総会における議決権の行使に

ついて（取締役及び監査役の選任）、議案第２９号、議案第３０号、議案第３１号、議案第３２号、

議案第３３号、議案第３４号、議案第３５号、議案第３６号、それぞれの定住自立圏形成協定の変

更について、報告第１号、専決処分の報告について、報告第４号、専決処分の報告について、それ

ぞれ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 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御説明申し上

げます。今回の補正予算につきましては、管理費ほか２２事業で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

１３億８千８７０万８千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１０ページから１２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款総務費に庁舎改修費で１千３５０万円、庁舎整備推

進費で７１０万円、４款衛生費に下水道事業会計負担金で２９万８千円、病院事業会計負担金で３

９１万３千円、病院事業会計補助金で６６万６千円、１３款職員費に給料及び諸手当で５千５４５

万６千円、共済組合等事業主負担金で７６９万９千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、９ページから１０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、１９款寄附金のうち、一般寄附金で１億５千１５３万５千円、２０款繰入金で２２

０万円、２１款繰越金で１億５千８３万７千円、２３款市債のうち、総務債で１千８４０万円をそ

れぞれ追加しようとするものでございます。また３ページの第２表、継続費では、庁舎整備推進費

を新たに設定しようとするものでございます。同じく３ページの第５表、地方債補正では、庁舎整

備推進事業など２件の限度額を変更しようとするものでございます。なお、庁舎整備推進費の積算

に関連する工事の発注方法につきましては、後ほど、庁舎建設担当部長から説明させていただきま

す。以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第２９号から第３６号、定住自立圏形成協定の変更につきまして御説明申し上

げます。上川中部定住自立圏の連携事業につきましては、毎年度、所要の見直しを行うこととされ

ており、既に協定を締結している鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町及
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び美瑛町の８町との間において協議を行ってきたところであり、このたび、新たな連携事業などに

ついて合意に達しましたことから、それぞれ形成協定の一部を変更する協定を締結しようとするも

のでございます。新たな事業につきましては、８町全てとの間で連携して実施する手話奉仕員、手

話通訳者の養成であり、圏域の障害者福祉の向上を図るため、圏域住民を対象とした手話講習会を

開催するものでございます。また、廃止事業につきましては、東神楽町との間で連携して実施して

いる障害者相談事業でございます。当該事業につきましては、旭川市障害者総合相談支援センター

において、相談支援業務などを行う専門職員を配置しているものでありますが、東神楽町において

独自に相談員を確保し、相談体制を構築するめどがたちましたことから廃止するものでございます。

これにより、上川中部定住自立圏の連携事業につきましては、今年度同様２９事業となります。以

上でございます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 庁舎建設担当部長。 

○中野総務部庁舎建設担当部長 ただいま総合政策部長から一般会計補正予算案について説明があ

りましたが、これらのうち、庁舎整備推進費について補足事項がありますので説明いたします。 

庁舎整備推進費は、来年４月に着工予定の新庁舎本体の建設工事に係る費用でありますが、事業

費の積算については工事の発注方法などと密接に関連しますことから、その概要を説明いたします。

新庁舎の建設工事は、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事に分離して発注することを想定し

ており、建築工事は全体を２つの工事に分割し、それぞれ５者程度で構成する共同企業体への発注

を想定しております。電気設備工事は、受変電・発電設備及び通信・防災設備に係る工事と、電灯

設備に係る工事の２つの工事に分割することを想定し、それぞれ３者で構成する共同企業体への発

注を考えております。続いて機械設備工事ですが、こちらは中央空調設備に係る工事のほか、個別

冷暖房設備と昇降機に係る工事、そして、衛生設備に係る工事の合計３つの工事に分割し、中央空

調設備工事は、４者で構成する共同企業体へ、その他の２つの工事については、３者で構成する共

同企業体への発注を想定しております。これらの共同企業体は、いずれも代表者は市内に本店を置

く事業者とし、その構成員は、市内に本店または営業所を置く事業者に限定することを地域要件と

し、一般競争入札により契約の相手方を選定することを想定しております。なお、この発注方法等

につきましては、第４回定例会における補正予算の議決の後、来年１月を予定している工事の起工

の段階で正式決定となる予定でございます。庁舎整備推進費に係る説明は以上でございます。 

○中野委員長 地域振興部長。 

○菅野地域振興部長 地域振興部にかかわります議案２件につきまして、御説明を申し上げます。 

初めに議案第９号、旭川市旭川駅前広場条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理

由を御説明いたします。本案は、本年１０月から施行された消費税率の引き上げに伴い、旭川駅前

広場で集会等を行う場合の使用料につきまして、転嫁する消費税率を５％から８％へ改定するもの

でございます。なお、この条例は公布の日から施行し、来年４月１日以後の使用について適用する

こととしてございます。 

続きまして議案第１０号、旭川市空港管理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、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、空港法施行令が改正されたことから、この

条例を改正しようとするものでございます。内容といたしましては、空港機能施設事業を行うもの
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の欠格条項から、成年被後見人、被保佐人を削除する等、所要の規定の整備を行おうとするもので

ございます。なお、この条例は公布の日から施行することとしてございます。以上、地域振興部に

関連する議案でございます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 総務部長。 

○野﨑総務部長 提出議案につきまして御説明を申し上げます。 

議案第１１号、旭川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

つきましては、国家公務員の給与改定に準じ、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給率を改

定しようとするものであります。 

議案第１２号、旭川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、職

員の給料月額及び勤勉手当支給率を国家公務員に準じて改定しようとするものでございます。また、

給与削減の独自措置に伴って抑制してきた昇給の一部回復についても定めようとするものでありま

す。 

議案第１４号、旭川市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまし

ては、国家公務員の給与改定に準じて改定される一般職の職員の勤勉手当支給率に鑑み、特別職の

職員の期末手当の支給率を改定しようとするものであります。 

議案第２８号、株式会社旭川振興公社の株主総会における議決権の行使につきましては、株式会

社旭川振興公社役員の辞任に伴い、臨時株主総会において、同公社取締役及び監査役、それぞれ１

名を選任するよう議決権を行使するため、旭川市議会の議決すべき事件に関する条例第２条の規定

により議会の議決を得ようとするものでございます。 

次に、報告第１号、専決処分の報告につきましては、庁用自動車による事故により損害賠償の額

を定めたものであります。整理番号１につきましては、本年８月２７日、市内東旭川町上兵村の東

旭川公民館及び東旭川農村環境改善センター共用駐車場において、庁用の自動車が相手方の車両に

接触し損害を与えたもので、その損害賠償の額を４６万９千６１６円と定め、１０月１５日に専決

処分をさせていただいたもので、市の過失割合が１００％であります。整理番号２につきましては、

本年１０月２５日、市内東５条１丁目の旭川市立明星中学校駐車場において、庁用の軽自動車が相

手方の車両に接触し損害を与えたもので、その損害賠償の額を５万６８８円と定め、１１月１９日

に専決処分をさせていただいたもので、市の過失割合は１００％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 行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 議案第１６号の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 

議案第１６号、旭川市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する条例の制

定につきましては、行政財産の目的外使用に関する使用料の額の消費税相当分を改定し、令和２年

４月１日以降の使用に係る使用料について適用しようとす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４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。まず、整理番号１の東光スポーツ公園

複合体育施設（武道館）（Ａ）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
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ました後、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５億３千３

１８万６千７１２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５億３千３２６万５４０円に変更するもので、令和元年１１月１９日に専決処分をさせ

ていただいたものでございます。 

次に、整理番号２の東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（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た後、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４億７千１１２万５千９１６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４億７千１１９万４７０円に変更するもので、

令和元年１１月１９日に専決処分させていただいたものであります。以上、地方自治法第１８０条

第２項の規定により御報告申し上げます。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） 

それでは、議事予定表の順番に戻りまして、１番、請願・陳情議案の審査についてであります。

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させていただきます。 

ここで、各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） 

それでは、各会派等に判断できる状況にあるかどうかを確認してまいりたいと思います。 

初めに、民主・市民連合。髙橋委員。 

○髙橋委員 判断できます。 

○中野委員長 次に、自民党・市民会議。えびな委員。 

○えびな委員 判断できます。 

○中野委員長 次に、公明党。中村委員。 

○中村委員 判断できます。 

○中野委員長 次に、無党派Ｇ。ひぐま委員。 

○ひぐま委員 まだ判断できません。 

○中野委員長 無所属、佐藤委員。 

○佐藤委員 判断できます。 

○中野委員長 それでは、１会派がまだ判断ができないということでありましたので、陳情第１号

につきましては、保留とさせていただきます。 

次に、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させていただきます。 

委員の皆様から何か発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、各会派等に判断できる状況にあるかを確認させていただきたいと思います。 

初めに、民主・市民連合。髙橋委員。 
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○髙橋委員 判断できます。 

○中野委員長 自民党・市民会議。えびな委員。 

○えびな委員 判断できます。 

○中野委員長 公明党。中村委員。 

○中村委員 判断できます。 

○中野委員長 無党派Ｇ。ひぐま委員。 

○ひぐま委員 まだ判断できません。 

○中野委員長 無所属、佐藤委員。 

○佐藤委員 判断できます。 

○中野委員長 それでは、１会派が判断できないということでありましたので、陳情第３号につき

ましては、今回は保留とさせていただきます。 

それでは次に、３番に移りたいと思います。報告事項について、最初に、旭川市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略について、理事者から報告をお願いいたします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略について御報告申し上げます。 

総合戦略につきましては、人口減少の抑制とこれにつながる経済活性化を目的として、まち・ひ

と・しごと創生法に基づき、５カ年度を期間として２０１５年度に策定しており、本年度で終了い

たします。現在、本市においては、人口減少に歯どめがかかっていないことから、引き続き、人口

減少の抑制や地域経済活性化に向けた取り組みを継続するため、２０２０年度から２０２４年度ま

での５カ年度を期間とする第２期総合戦略の策定を進めております。策定に当たっては、旭川市総

合戦略検討懇談会において、外部有識者などの意見を参考としながら、本日お配りしている資料１

の旭川市まち・ひと・しごと創生総合戦略評価検証結果報告書及び資料２の旭川市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略第２期基本方針を本年１１月に決定し、それらをもとに、資料３の旭川市まち・

ひと・しごと創生総合戦略（第２期）（案）を作成しております。また、第２期の総合戦略策定に

あわせまして、２０１５年度以降の人口動態に基づき、将来人口の推計などについて修正を行い、

資料４の旭川市人口ビジョン（改訂版）（案）を作成しております。 

資料３の第２期の総合戦略（案）につきましては、継続性の観点から、第１期の総合戦略をベー

スとして作成しており、社会情勢の変化や本市の課題を踏まえ、推計を上回る人口減少や少子高齢

化、労働力不足の顕在化、先端技術の活用や地域の強みを生かした産業の競争力強化などといった

課題に対応する必要性を明記しております。追加を行いました主な視点につきましては、資料３の

４ページからになりますが、基本目標１の若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるでは、

自然減の抑制に向け、出生率の回復を図る目標としており、子どもの貧困や児童虐待等への対応、

特別支援教育や外国語教育など教育環境の充実といった視点を加えております。７ページからの基

本目標２、新しい人の流れをつくり、留まれる中核拠点を創出するでは、人の流れを呼び込み、社

会減を抑制する目標としており、官民が一体となった移住施策の充実や関係人口の拡大などの視点

を加えております。１２ページからの基本目標３、北北海道を舞台にチャレンジするひとや企業を

応援し、雇用環境を充実するでは、基本目標１及び２を支えるため、地域特性を生かした産業の育

成と雇用環境の充実を図る目標であり、デザインなど地域の強みを生かした産業の振興、先端技術
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の導入やこれに係る人材育成、顕在化している担い手へ不足への対応といった視点を加えておりま

す。１５ページからの基本目標４、安心で魅力ある持続可能な拠点都市を形成するでは、基本目標

１から３を支える目標であり、中心市街地について、まちの基盤として機能や魅力の向上を図って

いく視点を加えております。最後に、２０ページからですが、総合戦略の推進がＳＤＧｓの達成に

つながっていることを共有するため、ＳＤＧｓとの関係性を整理したところでございます。 

次に、資料４になります。資料４の旭川市人口ビジョン（改訂版）（案）の概略でございますが、

人口減少が続いている状況を自然減、社会減の両面から分析し、２０６０年までの人口推計につい

て、条件設定の異なる４つのパターンを示しております。これらの推計値を踏まえまして、まずは

２０２７年度に３１万２千人としている総合計画推計値を目指すこととしております。今後のスケ

ジュールにつきましては、第２期の総合戦略（案）及び人口ビジョン改訂版（案）について、１２

月１６日から１月２４日までパブリックコメントを実施いたしまして、市民の皆様から御意見をい

ただくとともに、２０２０年の２月ころに、旭川市総合戦略検討懇談会から最終の意見をいただい

た上で、年度内に第２期の総合戦略及び人口ビジョン改訂版を決定していく予定でございます。な

お、本日御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

いただきたいと考えております。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） 

次に、会計年度任用職員制度について、理事者から報告をお願いします。 

総務部長。 

○野﨑総務部長 会計年度任用職員制度について、来年４月１日から制度運用が始まりますが、第

３回定例会において関係条例の議決をいただいた後の取り組みの経過と今後の予定について、御説

明を申し上げます。 

制度の詳細決定に当たりましては、経験に応じた基本給の加算制度や期末手当の支給基準、休暇

制度などを主な協議課題とする労使交渉を経て合意したところであり、その内容を踏まえ、新たに

決定した内容をお配りしております資料において、下線と太字でお示しをいたしております。資料

１ページ下段の経験加算制度の欄、それと、２ページ目の上段の期末手当の欄をごらんいただきた

いと思います。経験加算制度では、１会計年度のうち６カ月以上の勤務、期末手当では基準日に在

職し、３カ月以上の任用があり、いずれも週２０時間以上の勤務を適用条件としておりまして、極

めて短期間の任用であったり、短時間勤務の場合には、これらの対象から除外となるところであり

ます。次に、３ページ目上段の休暇等についての欄をごらんいただきたいと思います。中学生まで

の子どもの看護や通院の場合に許可される子看休暇を正職員に準じて有給化するなど、特別休暇の

拡充を図っております。同じく、同ページ下段のその他のところの健康診断の欄をごらんいただき

たいと思います。フルタイム及び週２９時間以上の勤務のパートタイムについては、正職員と同じ

内容で健康診断を実施してまいります。 

これらの項目を含め、制度の詳細がまとまったことから、現在、臨時・嘱託職員向けに説明会を

行っております。１１月２８日から昨日までに既に５回、あす２回の開催を予定しております。説

明会では、制度全般の概要と今後の募集、選考のスケジュールなどを中心に説明をし、毎回６０名

から８０名ほどの職員の参加があり、活発な質疑応答などが行われておりますことから、現在勤務
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されている職員向けには、制度の周知が一定程度進んでいるものと認識しておりますし、その場で

いただいた意見は、今後作成する募集案内などにも生かしていきたいと考えております。 

今後の進め方でありますけれども、１２月中旬をめどに募集案内を公開する予定であり、市民広

報と本市ホームページへの掲載や市内各施設で配布するほか、ハローワークへの情報提供も行うこ

ととしております。申し込みの受け付けでありますけれども、案内開始から１カ月程度となります

令和２年１月中旬までを予定しております。その後、２月下旬までの間で書類審査や面接などの試

験を実施し、４月から採用となる職員を決定してまいります。以上、会計年度任用職員制度につい

ての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 旭川市行財政改革推進プログラム２０１６の改訂につきまして、

骨子案を作成いたしましたので、御報告をいたします。 

Ａ３横、両面となっておりますが、旭川市行財政改革推進プログラム２０２０（仮称）骨子案の

資料をごらんください。表面の左側が計画のイメージ図となっておりまして、右側がそれを文章で

説明したものとなっております。左側の図のほうで御説明いたしますが、現在のプログラムは第８

次総合計画の策定にあわせて作成され、総合計画が掲げる都市像の実現に向け、その施策の着実な

推進と財政面の補完を目標としており、推進期間も総合計画基本計画の見直しサイクルに合わせた

４年間とし、本年度が最終年度となっております。４年が経過した現在、市政を取り巻く現状や課

題、背景を幾つか記載しており、そのうち代表的なものを左下にグラフつきで３つ掲載しておりま

すが、まず一番左側ですけれども、少子高齢化と人口減少につきましては、人口ビジョンでも示さ

れているとおり、対策を講じても今後の４０年間で約１０万人が減少する見込みとなっており、人

口減少時代は避けることができない状況となっております。また、人口構造上減少するのは主に、

いわゆる現役世代の１５歳から６４歳までの生産年齢人口となっております。同時に、公共施設の

約６０％が建築後３０年以上となっており、財政状況につきましても財政調整基金の残高が減少傾

向にあります。また、行政需要は多様化、複雑化し、働き方改革への対応も求められております。

まずは、こうした現状をしっかりと認識する必要があると考えております。その上で限られた財源

と職員数でこうした課題に対応していくためには、より一層の行財政改革の取り組みを行う必要が

あり、行財政改革推進プログラム２０２０は国が推進するソサエティ５．０に対応し、このまちを

持続可能とするためのソリューション、実務面での処方箋であると位置づけております。 

真ん中の黒丸の部分でございますが、プログラムは４つの視点を持って推進いたします。１つ目

は、行政がするべき役割の追求と業務の効率化など行政運営の視点、２つ目は右側の丸でございま

すが、限られた財源をどうコントロールするかという財政運営の視点、３つ目は下の丸ですが、公

共サービスを維持する上での多様な主体との連携・協働の視点、４つ目、左側になりますが、職員

の能力と組織力の向上の視点でございます。これらの視点のもと、時代に即した市役所を目指して

まいります。 

次に、資料の裏面でございます。プログラムの体系と取り組み項目の案を示しております。目標

と推進期間につきましては、現プログラムの考えを踏襲し、附属機関による外部評価を実施するな

ど、客観的な評価を行いながら推進いたします。また、進行状況につきましては、毎年度市民に公

表することを考えております。取り組み項目につきましては、中項目まででございますが、現時点
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での案を掲載しております。 

最後に、今後のスケジュールでございますが、各部局と協議をしながら、個別の取り組み項目を

決定し、令和２年度当初予算時の収支見通しを反映させた改訂案を２月の上旬を目途に策定する予

定です。その後、パブコメ等の市民参加手続を経て、４月下旬に完成する予定でございます。プロ

グラムの改訂につきましては、以上でございます。 

○中野委員長 委員の皆様、失礼しました。会計年度任用職員制度についての補足説明があると思

いまして、行政改革担当部長を指名してしまいました。 

まず、会計年度任用職員制度について説明がありましたが、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） 

また、ただいま行政改革担当部長から、旭川市行財政改革推進プログラム２０１６の改訂につい

ても説明がありました。委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、次に、ネーミングライツについて、理事者から説明をお願いいたします。 

行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 ネーミングライツについて、御報告いたします。 

Ａ４縦のネーミングライツについてという資料をごらんください。ネーミングライツにつきまし

ては、行革プログラム２０１６における取り組み事項としておりまして、平成３０年４月から大雪

アリーナに、平成３１年４月から総合体育館に導入しまして、５年間で約３千万円の財源の確保に

つながっているところでございます。 

また、導入の効果といたしましては、ネーミングライツスポンサーによる施設の無料開放事業へ

の協力や、ネーミングライツ料の一部を活用し施設の改修に充てるなど、市民サービスの向上につ

ながったものと考えております。 

しかしながら、応募者数の少なさや事業の周知に課題がありましたことから、今年度につきまし

ては、企業の応募の可能性を広げることで導入施設の拡大を図るため、施設を特定しない提案型公

募方式により、１１月１５日から１２月２７日までの期間で募集をしているところでございます。

この方式は、企業から事前の相談を受け付け、対象施設になりうるかを確認後、正式な応募を受け

付けるものでございます。応募後は附属機関への意見聴取、審査委員会の審査を経た上でスポンサ

ーを決定いたします。対象外とする施設につきましては、既に愛称が付された施設について無条件

に対象外とするものではなく、既存の愛称の内容等を総合的に勘案し、導入可否を検討いたします。 

スケジュールにつきましては、募集期間終了後、審査等を経まして、令和２年４月の開始を予定

しております。ネーミングライツに関する報告は以上でございます。 

○中野委員長 ただいま、ネーミングライツについて報告がございました。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。 

石川委員。 

○石川委員 今、説明がありましたネーミングライツについてお尋ねしたいと思います。 

現在、大雪アリーナと総合体育館でこのネーミングライツが導入されているわけですが、まず、

導入に至る段階から現在に至るまでのこの間の経過をお示しいただきたいと思います。 
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○松田総務部行政改革課長 ネーミングライツにつきましては、行財政改革推進プログラム２０１

６に新たな収入の確保策の一つとして掲げており、これを進めるため、平成２９年１月にネーミン

グライツの導入に関するガイドラインを策定し、各施設所管部局と導入に向けた協議を進めてまい

りました。その結果、平成２９年度におきましては、協議が調った４施設を対象として公募を行い、

応募のあった大雪アリーナに、道北アークス大雪アリーナとして導入しました。また、平成３０年

度につきましても４施設を対象に公募を行い、総合体育館にリアルター夢りんご体育館として導入

したところでございます。 

○石川委員 今、平成２９年度は４施設を対象にしたところ、結果として、大雪アリーナ１施設だ

けであったと。そして、平成３０年度についても４施設を対象にしたところ、総合体育館１つであ

ったということだと思うんです。 

今回、提案型ということが提案されているんですけれども、今、答弁にありましたように、ガイ

ドラインが２０１７年１月に策定されて、２０１８年の１０月に一部改訂されていると思うんです。

この改訂されたガイドラインでは、ネーミングライツの導入について、まず、対象施設を決定する

ということから始めているんですけれども、このガイドラインを変えたということでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 ネーミングライツの導入に関するガイドラインにおきまして、当初は、

施設を特定し募集を行う制度としていたことから、まずは対象施設の決定が必要でありましたが、

今回から施設を特定せずに公募を行う提案型公募方式を取り入れることとしたことから、そのよう

な内容にガイドラインを改訂しております。 

○石川委員 そこで、ことしの１１月に改訂したガイドラインを読ませていただきました。２つの

パターンがありますね。今までどおり施設を特定して募集する方式の施設特定型と、施設を特定せ

ずに募集する方式の提案型ということですね。 

新しく導入した提案型なんですけれども、この提案型の場合、募集時における最低金額の設定と

いうのを不要としているわけなんですが、今回この募集時の最低金額の設定を不要とした理由をお

聞かせいただきたいと思います。 

○松田総務部行政改革課長 提案型の公募方式でありますけども、これまで市が募集した施設や金

額が企業のネーミングライツの対象としてのニーズに合っているのかという点での課題への対応と

して行っているものでございます。このため、金額につきましても一律に市が決めるのではなく、

幅広く企業等の提案を受けようとするものであります。 

○石川委員 今答弁で、金額についても一律に市が決めるのではなくて、幅広く企業の提案を受け

ることにしたということなんですけれども、そうなると、既に導入した道北アークス大雪アリーナ

やリアルター夢りんご体育館はどうだったのかなというふうに思います。この最低金額の設定を不

要とするならば、例えば、年間１千円でも導入できるといったことなんでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 今回の提案型の公募方式につきましては、正式な応募の前にまずは事

前相談を行うという手続を設けております。その中で、金額につきましても、これまでの導入実績

ですとか他都市の事例も参考とするなど、調整することを考えておりまして、事務作業ですとか市

の施設であることを考慮すると、少なくとも１千円での導入ということは難しいものと考えており

ます。 

○石川委員 １千円での導入は難しい、そうですよね。１千円で名前をつけられるなら、私も石川
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厚子館とか、どこかにつけたいなと思うんですけれども。１千円がだめなら、最低金額は幾らなら

ばいいというふうに設定すればよかったと思うんですけど、その点いかがでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 今回の提案型公募方式の目的といいますのが、大きい施設も小さい施

設も含めて広く提案を受けるという形で公募しておりますので、その施設に応じた金額、その企業

様のネーミングライツとしての価値がどのくらいあるかということも知りたいということもござい

ますので、やはり、そこは最低金額を設定しないで行ったということでございます。 

○石川委員 最低金額を設定しない理由がいま一つわからなかったんですけれども、次に進みます。 

契約期間を原則５年以上とするというのは、今までと同じなんですけれども、この新しくなった

ガイドラインを見せていただきましたら、この様式の中で希望する期間を記入する欄があるんです

ね。これはどういった理由で、このような欄を設けたのでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 これまでの方式ですと、施設を特定して、期間も５年として募集して

きたところでございますけれども、他都市の例を見ますと５年以上の契約期間としている事例もあ

りますことから、今回からは原則は５年としながらも、期間を含めて提案いただくこととし、様式

に希望する期間を記入する欄を設けたところでございます。 

○石川委員 期間も含めて提案していただくということで、５年以上ということであれば、７年と

か１０年とか、そういうことでもいいのかなというふうに思います。 

次に進みますけれども、２０１７年２月に、市有施設を所管している部局に対して、ネーミング

ライツ導入に係る調査を実施しているんですが、この結果はどうだったのか、お示しいただきたい

と思います。 

○松田総務部行政改革課長 平成２９年２月に、年間利用者数が多い１４施設に対しましてネーミ

ングライツ導入の可否について調査を行いましたが、各施設からの回答は全て導入不可とされたと

ころでございます。その理由でございますけども、この時点ではまだ、ネーミングライツを導入す

る以前でありましたことから、利用者の混乱を恐れて不可としたものがあったところでございます。 

○石川委員 そうなんですよね。私もこの導入調査の回答を読ませていただいたんですけど、当時

は大雪アリーナ、総合体育館を含めて全ての施設がネーミングライツの導入を不可と、このように

しているんです。それでも行革課は強行したようなんですけれども、この中にはおぴった、サイパ

ル、スタルヒン球場など、既に愛称がつけられている施設もあります。きょう提出いただいた資料

の４番を見ますと、対象外とする施設の整理として、既に愛称がつけられている施設について無条

件で対象外とするものではなく、というふうに記されているんですけれども、今言ったおぴったと

かサイパルとか、こういった施設も提案があれば導入するといったことでいいんでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 今回の見直しにおきましては、既に愛称がつけられていることを理由

に無条件で対象外とするものではないというふうにしております。その趣旨でありますけども、今

回の提案型公募方式では、幅広く企業等の提案を募集することが目的であることのほか、提案され

た内容によりましては、既にある愛称を生かせるものですとか、施設のイメージを損なわないこと

も可能であるということから、このような見直しを行ったところでございます。例示のあった施設

につきましても、提案内容に応じてその可否を検討していきたいというふうに考えてございます。 

○石川委員 既にある愛称を生かすということですから、例えば、クリネックスおぴっただとか、

味の素サイパルだとか、そういったイメージでいいでしょうか。 
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○松田総務部行政改革課長 クリネックスおぴったがいいかどうかはまた別といたしまして、例え

ば、施設の性質ですとか目的、そういうものに合うような施設の愛称、ネーミングライツ、そうい

うものであれば、比較的なじむのではないかなというふうに考えてございます。 

○石川委員 今、クリネックスとか味の素はどうのって言ったけれども、その施設の愛称となじむ

っていうイメージが湧かないんですけど、例えばどんなことを考えていらっしゃるんでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 例えばでございますけども、イメージといたしましては、大雪クリス

タルホールの音楽堂、ああいうところに音楽関係の企業、例示を出すとヤマハさんですとか、あと

スポーツ関係の施設にスポーツ関係の企業、そういうところの名前がつくのが比較的なじみがいい

のかなというふうに考えてございます。 

○石川委員 となりますと、最初についた道北アークス大雪アリーナとかリアルター夢りんご体育

館がなじむのかどうなのか、ちょっとわかんないんですけれども。 

さっき言いました２０１７年２月に行ったネーミングライツ導入に関する調査、これを読ませて

いただいたら、やっぱり結構こだわりのある施設もあるんですよね。最初に言っていた、混乱を招

くおそれがあるとかという回答をしているところもあるんですけれども、旭山動物園ですとか、大

雪クリスタルホールとかは読ませていただくと、名称について強いこだわりがあるというふうに受

けとめるんですよね。こういった施設もやはり導入の対象とするのでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 ネーミングライツの導入の目的でございますけども、財源を確保する

ことで市民サービスの向上につなげることでございます。このような目的につきましては、市のい

ずれの施設におきましても同様であるというふうに考えておりますことから、基本的には対象とな

るというふうに考えておりますし、提案された愛称によっては、既存の名称を生かせるものや施設

のイメージを損なわないことも可能であると考えておりますけれども、その施設の状況ですとか、

既に民間事業者と連携しながら取り組みを進めているような施設にあっては、そのような点も考慮

する必要があるものというふうに考えております。 

○石川委員 既に民間事業者と連携しながら取り組みを進めているというのは、恐らく旭山動物園

のことかなというふうに思います。 

１１月１５日から提案の募集を開始しているわけですけれども、今までのところ、応募してきた

企業というのはあるのでしょうか、また今後、例えば応募がなかった場合に、何か新しい手法とい

うことは考えていらっしゃるんでしょうか。 

○松田総務部行政改革課長 公募期間が１２月２７日までということでありまして、引き続き周知

等に努めてまいりますが、現在のところ応募はない状況でございます。仮にということではありま

すけども、今回、応募がなかった場合、改めてその要因を研究しまして今後の方向性を検討してい

きたいというふうに考えております。 

○石川委員 今現在応募がないので、果たして１２月２７日までに応募があるかどうか、ちょっと

疑問ですよね。最初の導入調査をしたときも、この施設自体はもう不可だと、ネーミングライツは

導入してほしくないということを示しているわけなんです。特に、先ほど述べました旭山動物園で

すとか大雪クリスタルホールなんていうのは、名称にこだわりを持っているんですよね。こういっ

た状況で果たしてネーミングライツを無理やり進めていくことがいいことなのかどうなのか。きっ

ぱりと断念するということもあってもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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○松田総務部行政改革課長 前回の平成２９年の調査時には不可とされたような施設もありました

けども、実際の導入状況を見ますと、例えば、実際にネーミングライツを入れていただいている各

企業や各施設に聞いても、おおむねいいというような反応をいただいているところでございますの

で、仮に応募があった場合は、各施設とそういう話もしながら導入に向けて協議を進めていきたい

というふうに考えております。 

○石川委員 以上で質疑を終わります。 

○中野委員長 他に御発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

それでは次に、旭川市街頭防犯カメラシステムの運用について、理事者から報告をお願いいたし

ます。 

防災安全部長。 

○中農防災安全部長 本年１０月１日から運用いたしました街頭防犯カメラシステムにつきまして、

お配りいたしました資料をもとに御報告させていただきます。 

初めに、設置の経緯でございますが、本市では市民や本市を訪れる観光客が安全に安心して暮ら

し、また滞在できるよう、平成２０年に、旭川市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり

条例を制定するとともに、平成２６年には、旭川市客引き勧誘行為等の防止に関する条例を制定し、

さんろく街を中心とした指定区域内での客引き、勧誘、客待ち行為等を禁止しているところでござ

います。また、北海道迷惑行為防止条例におきましても、さんろく街を客引き、客待ち行為の規制

指定地域に定めているところであります。しかしながらここ数年前より、市民や観光客から、一部

で悪質な客引き、勧誘等が見受けられるとの声が寄せられており、さんろく街を中心に犯罪抑止の

効果が期待できる防犯カメラを設置することといたしました。 

防犯カメラシステムの概要でございますが、さんろく街を中心に８台設置し、フルハイビジョン

での撮影とし、設置場所につきましては別添の図面のとおりとなってございます。また、画像はプ

ライバシーに配慮し、必要に応じて事前にマスキングの設定ができるようになっております。撮影

は２４時間とし、画像はハードディスク内に２週間程度保存した後は、自動上書きで順次、消去さ

れることとしております。また、カメラを設置しているそれぞれの支柱に防犯カメラ作動中の表示

板を掲示しております。 

次に、管理方法ですが、このシステムを管理する者として、交通防犯課に管理責任者と取扱責任

者を定め運用することとし、画像を閲覧する場合は、これらの者が防犯カメラの設置場所に専用パ

ソコンを持参し、Ｗｉ－Ｆｉによる暗号化した無線ＬＡＮ通信により画像を取得し、対応すること

としております。第三者への画像の提供は原則行いませんが、文書により、捜査機関から犯罪や事

故の捜査のために照会を受けた場合や、刑事訴訟法など法令の規定に基づく場合、それと人の生命、

身体、財産を保護するために緊急かつやむを得ない理由がある場合は、画像の提供を行うこととし

ております。なお、本日までに警察からの照会により、１件画像の提供を行っております。また、

市民への周知につきましては、市のホームページに掲載してございます。以上、街頭防犯カメラシ

ステムの運用につきましての御報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○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） 
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それでは、本日の総務常任委員会は、これで散会とさせていただきます。 

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

散会 午前１０時５５分 

 

 


