
- 1 - 

開会 午前１０時０２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、また

おくれる旨の連絡はございません。 

初めに、請願・陳情議案の審査について取り扱います。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します。 

委員の皆様から何か発言はございますか。 

（「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ます。 

初めに、民主・市民連合。髙橋委員。 

○髙橋委員 判断できませんので、お時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 次に、自民党・市民会議。えびな委員。 

○えびな委員 もう少々お時間をいただければと思います。 

○中野委員長 次に、公明党。中村委員。 

○中村委員 もう少し時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 次に、日本共産党。石川委員。 

○石川委員 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 もう少し時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 次に、無所属、佐藤委員。 

○佐藤委員 判断に少し時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 それでは、まだ判断ができない会派等があるということでありますので、陳情第１

号については、今回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御発言ありますでしょうか。 

（「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ます。 

初めに、民主・市民連合。髙橋委員。 

○髙橋委員 もう少し時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 次に、自民党・市民会議。えびな委員。 

○えびな委員 １号と同様に、もう少々お時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 次に、公明党。中村委員。 

○中村委員 もう少し時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 次に、日本共産党。石川委員。 

○石川委員 判断できます。 
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○中野委員長 次に、無党派Ｇ。ひぐま委員。 

○ひぐま委員 もう少し時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 無所属、佐藤委員。 

○佐藤委員 時間をいただきたいと思います。 

○中野委員長 それでは、判断にもう少し時間が欲しいという会派等がありますので、今回は保留

とさせていただきます。 

次に、２番目、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、（２）旭川市教育大綱の改訂について、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 第８次旭川市総合計画基本計画見直しについて、御報告申し上げます。第８

次旭川市総合計画の期間は、平成２８年度から令和９年度までの１２年間でございますが、基本計

画につきましては、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ご

ざいます。令和元年度が第１期の見直し時期となりますことから、昨年度から見直しに向けた取り

組みを進めており、このたび、第８次旭川市総合計画基本計画改定案を作成したところでございま

して、本日Ａ３判の資料として御配付させていただきました。 

改定案の主な内容につきまして、Ａ４判の資料、概要版で御説明させていただきます。まず、２

ページを開いていただきまして、１、都市像の実現に向けての重点テーマでございますが、「こど

も」、「しごと」、「地域」に視点を当てた３つの重点テーマについて、人口減少下にあっても、

持続可能なまちづくりを行っていくことを意識したサブタイトルを設定しております。 

次に、３ページになります。３ページの２、各基本政策ですが、第８次総合計画策定後の主な国

の動きや本市を取り巻く情勢の変化等を踏まえまして、児童虐待や子どもの貧困など、子どもに関

する喫緊の課題への対応、本市にふさわしい高等教育機関の設置に向けた検討、スノーリゾート地

域の構築など通年滞在型観光の推進、旭川空港の利用促進、公共交通の維持、存続、豪雨や北海道

胆振東部地震など、多発する自然災害への対応などの視点から、現状に対する課題認識や対応の方

針等について、基本計画への反映を図ったものでございます。 

次に、４ページの３、都市づくりの基本方策ですが、都市計画マスタープランの改定、立地適正

化計画の策定、地域公共交通網形成計画の策定など、第８次総合計画の策定後に整備されました都

市づくりにかかわる個別計画の要素のフィードバックを行ったほか、４つの基本方策へ再編、統合

を行っております。 

最後に、５ページの４、総合計画の推進についてでございますが、近年、我が国においても実現

に向けた取り組みが広がっている持続可能な開発目標、ＳＤＧｓについて、第８次総合計画に基づ

く各基本政策が、ＳＤＧｓの達成につながっていることを共有するため、総合計画とＳＤＧｓの関

係性を整理したところでございます。 

今後のスケジュールにつきましては、改定案について本年８月２８日から９月３０日までパブリ

ックコメントを実施いたしまして、また、８月２９日から９月８日までの間、市内５カ所で市民説

明会を開催し、市民の皆様の意見をいただくとともに、改定案を総合計画審議会へ諮問し、審議、

答申を経た上で、１２月に基本計画の改定版を完成させる予定でございます。なお、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いただきますのでよ
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ろしくお願いいたします。以上、御報告申し上げます。 

続きまして、旭川市教育大綱の改訂について御報告申し上げます。旭川市教育大綱は、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、国の教育振興基本計画を参酌しながら、平成２

８年２月に策定したものでございます。現在の教育大綱の期間は平成３０年度まででありますこと

から、同年度から関係部局と協議を行いながら、改訂に向けた検討を進めまして、本年５月２０日

から６月２０日にパブリックコメントを実施した後、８月５日に総合教育会議を開催し、委員の皆

様との協議を経て、旭川市教育大綱改訂版を策定したところでございます。 

主な改訂の内容についてでございますが、お手元の資料、旭川市教育大綱の改訂についての概要

の３の改訂の内容に記載のとおり、基本目標１におきまして、複雑で予測困難な社会において、子

どもたちが自立し、生きていく力を培うこと、外国語教育や情報教育など新しい時代に対応した教

育を推進すること、ＳＮＳを利用した犯罪など、情報技術の進展による新たな事件、事故等の防止

に取り組むための内容、学校、家庭、地域の連携や協働を推進するといった内容、教職員の働き方

改革などを通じ、教職員が心身ともに健康で子どもたちと向き合うための環境づくりを推進するた

めの内容を追加したほか、基本目標３におきまして、生涯学習に関し、幅広い世代における担い手

の育成を進める内容を追加したところでございます。なお、パブリックコメントの結果につきまし

ては、市内のさまざまなイベントの運営に関する意見、小中学校の適正配置に関する意見、子ども

たちの多様性に関する意見、いじめ等への対応に関する意見など３９件の御意見をいただいたとこ

ろであり、いずれも今後の施策の推進における参考意見とさせていただいたところでございます。 

今後につきましても、今回新たに追加した内容も含めまして、旭川市教育大綱改訂版に基づき、

引き続き関係部局と連携しながら、教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な推進を

図ってまいりたいと考えております。御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 ただいま、理事者から２点の報告がありました。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、３番目、地域振興に関する事項について、（１）北海道７空港の一括民間委託に係る

優先交渉権者との基本協定の締結について、理事者から御報告をお願いいたします。 

地域振興部長。 

○菅野地域振興部長 北海道７空港の一括民間委託に係る優先交渉権者との基本協定の締結につき

まして御報告を申し上げます。 

初めに、本日お配りした資料の空港運営民間委託スケジュールをごらんください。本年７月３日

に、北海道エアポートグループを優先交渉権者に選定し、８月９日に、本市のほか空港管理者であ

る国、北海道、帯広市がそれぞれ基本協定を締結したほか、４管理者間協定についても締結をいた

しました。また同日、資料の中央やや左側にございますが、優先交渉権者選定結果や優先交渉権者

の提案概要を本市のホームページ等で公表したところであり、本日、資料として提出をさせていた

だきました。基本協定につきましては、本市と優先交渉権者が募集要項等を定めた手続により、今

後、特別目的会社、ＳＰＣを設立し、そのＳＰＣが本事業を実施することを確認するものであり、

本市とＳＰＣは１０月ごろに予定している実施契約締結に向け、双方、最大限の努力をするという

ことや、実施契約不成立時の違約金や秘密保持についての規定をしてございます。本協定締結後に
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優先交渉権者はＳＰＣを設立し、本市は、運営者の指定を行うこととなります。４管理者協定につ

きましては、道内７空港を一括民間委託するに当たり、一体的かつ機動的な空港経営実現のため、

国土交通省、旭川市、帯広市及び北海道の４管理者間で締結する協定で、管理者間で協議する事項

や方法、管理者が運営者の運営状況等を確認するモニタリングの基本方針について規定をしている

ところでございます。 

空港管理者である本市におきましては、第３回定例会におきまして、運営者の指定の議案を提案

させていただくとともに、補正予算として、旭川空港運営事業等の本市の負担金を計上する債務負

担行為の設定、また、旭川空港運営事業等に必要な市有地の無償貸し付けについての議案もあわせ

て提案させていただき、これらの議案を議決いただきましたら、１０月ごろにはＳＰＣと実施契約

を締結する予定と考えてございます。実施契約の締結後は、平成３０年２月に本市と旭川空港ビル

株式会社の株主との間で締結した株式譲渡予約契約に対し、本市がＳＰＣと地位譲渡契約を締結す

ることにより株式譲渡の手続を開始し、ＳＰＣの予約完結権の行使及び本市所有の株式を売却する

ことで、ＳＰＣが空港ビル株式会社を完全取得することとなります。このほか、ＳＰＣと地元自治

体等との間で７空港を核とした地域活性化等に関し、行政との相互理解の醸成、緊密な連携を図る

ためのパートナーシップ協定を締結する予定であり、来年１月１５日にはＳＰＣによる道内７空港

一体のビル経営が滑走路等の空港運営事業に先行して開始され、来年６月に新千歳空港、１０月に

旭川空港、その他５空港については、再来年の３月に空港運営事業が開始される予定となってござ

います。 

続いて、提出した資料、旭川空港運営事業等優先交渉権者選定結果と優先交渉権者の提案概要に

つきましては、空港事務所長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 空港事務所長。 

○浅田空港事務所長 配付資料の旭川空港運営事業等優先交渉権者選定結果をごらんください。こ

の選定結果は、本事業に応募があったコンソーシアムの構成会社や１次審査、２次審査の各コンソ

ーシアムの得点等を記載したもので、事業概要、経緯、優先交渉権者選定方法、そして、事業費の

削減額等を記すＶＦＭの評価の４章で構成してございます。 

１ページをごらんください。１、事業概要について、４ページまで、本事業の事業概要を改めて

掲載しておりますが、これまで実施方針や募集要項等で記載したものと同じ内容になっております。

４ページの中段からやや下、２、経緯をごらんください。優先交渉権者選定までの主な経緯を記載

してございますが、第１次審査については、平成３０年８月１６日までに書類が提出され、審査委

員会の審査と管理者による決定を経て、平成３０年９月１２日に相手方に第１次審査結果を通知し

ております。その後、平成３０年９月２１日に４管理者合同で行った競争的対話等の説明会を始ま

りとして、平成３１年４月５日までに第１次審査通過者との間で、実施契約や要求水準等の調整を

行うなど、競争的対話を行ってまいりました。競争的対話の終了後は、本年５月３日までに第２次

審査書類が提出され、審査委員会による審査を経て、７月３日に４管理者が優先交渉権者を選定し

たところであります。 

次に、同じ４ページから始まります３、優先交渉権者選定方法をごらんください。６ページに審

査委員会のメンバーを掲載しておりますが、この審査委員会の評価を受けて、４管理者が第１次、

第２次のそれぞれの選定を行っております。７ページ及び８ページには、第１次審査の参加者を掲
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載しておりますが、第１次審査では、４つのコンソーシアムが応募しました。９ページにそれぞれ

の得点を掲載しておりますが、４つのコンソーシアムの中から、得点の高いＡ、Ｂ、Ｃを第２次審

査参加者に選定しております。９ページの下段から１０ページは、第２次審査に参加したコンソー

シアムの構成員を記載しております。このうち、コンソーシアムＣについては、競争的対話の実施

中に辞退の申し出があり、Ａ及びＢの２つのコンソーシアムから提案書の提出がございました。１

１ページ、第２次審査の項目別の得点を記載しておりますが、この結果、優先交渉権者に北海道空

港株式会社を代表企業とする１７社で構成する北海道エアポートグループ、次点交渉権者に東京建

物株式会社を代表企業とする６社で構成するＳｋｙ Ｓｅｖｅｎをそれぞれ選定いたしました。 

次に、１２ページの下からの４、ＶＦＭの評価ですが、提案の募集に当たり示した条件に対する

提案の評価としましては、定量的評価と定性的評価を行っております。定量的評価では、本事業を

実施するのに必要な旭川市の負担金として、更新投資に係る費用負担を９９億７千８００万円、運

営に係る費用負担を４４億６千５００万円、いずれも税抜きで合計１４４億４千３００万円とした

ところでございますが、優先交渉権者は、更新投資に係る負担額が９５億２千万円、運営に係る負

担額がゼロ円で提案され、いずれも示した上限額を下回っており、ＶＦＭがあると評価しておりま

す。ちなみに、本市が示した上限額の合計を４９億２千３００万円下回っております。（２）の定

性的評価についてですが、今回の優先交渉権者の提案は、①空港全体としての一体的、機動的な経

営の実現が期待できること。②空港利用者等に対する良質なサービスの提供が期待できること。③

官民が適切にリスク分担を図ることにより、効率的な事業運営が期待できること。④実施契約に基

づき、３０年間の事業運営を認めることにより、安定的かつ戦略的な空港経営が可能となり、空港

利用者等のニーズの変化に応じた柔軟なサービスの提供が期待できることの４点の条件に対し審査

したところ、認められたものでございます。 

次に、もう一つの配付資料であります優先交渉権者の提案概要をごらんください。最初に、全体

版として３ページ、その後に、個別空港ということで、国管理４空港、地方管理空港が旭川、帯広、

女満別と続いております。 

まず、１ページをごらんください。道内７空港全体の３０年後の目標等を記載しております。７

空港の路線数は平成２９年度の６０路線から１４２路線に、旅客数は平成２９年度の２千８４６万

人から４千５８４万人にする目標を掲げております。また、この目標達成のために、各空港の戦略

的位置づけとして、北海道全体の航空ネットワークの拡大に資するグローバルゲートウェイに新千

歳空港、広域周遊観光の拠点となる広域ゲートウェイに旭川空港と函館空港、地域ゲートウェイに

残る４空港としてございます。 

２ページをごらんください。エアラインの誘致施策、道内航空ネットワーク、エアラインの受け

入れ環境の整備、観光流動づくりに関する提案が記載されておりますが、７空港のインとアウトで

往復運賃を設定するオープンジョーなど、７空港のバンドリングによるエアライン誘致施策が示さ

れております。 

３ページは、地域活性化策や空港運営に関する提案内容が記載されておりますが、７空港それぞ

れの特性を生かした魅力発信を示しております。 

次のページからは、個別空港の提案概要ですが、旭川空港については１３ページと１４ページに

なりますので、まず１３ページをごらんください。旭川空港を世界屈指の山岳・スノーリゾートや
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道内各地へのゲートウェイと位置づけております。旭川空港の目標値についてですが、国内線の旅

客数は２０１７年度の１０７万人から、今から５年後の２０２４年度に１２４万人、３０年後の２

０４９年度に１７５万人としております。国際線の旅客数は、２０１７年度の６万人から、今から

５年後の２０２４年度に２１万人、３０年後に６３万人とする目標を掲げてございます。３０年後

の路線数としては、国内線６路線、国際線８路線としてございます。 

次に、１４ページをごらんください。航空ネットワークの充実、旭川空港の魅力向上策、空港の

施設運用、空港周辺地域の施策について記載しております。旭川空港を北海道中央の拠点空港に成

長させるとしており、新千歳空港に次ぐ基幹的空港、広域ゲートウェイとしての役割を担うことと

しております。また、東アジアや西日本方面などの航空ネットワークを大幅に拡充することとして

おります。施設運用につきましては、エプロンの拡張、旅客搭乗橋、ＰＢＢの増設、ターミナルの

大規模増築とエアポートホテルの誘致を進め、３０年間で約２１８億円の投資を想定する計画とな

っております。以上、優先交渉権者との基本協定の締結にかかわっての資料の説明でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○中野委員長 ただいま、理事者から報告がありました。委員の皆様から何か御発言はございます

でしょうか。 

中村委員。 

○中村委員 ただいま、北海道７空港一括民間委託に係る優先交渉権者との基本協定の締結につい

て、るる説明をいただいたところでございます。これまでも、特別委員会等で議論をしてきたとこ

ろでありますけども、公募から１年３カ月という期間を経てようやくここまで来たのかなというふ

うに思っております。一つの節目を迎えたということもありまして、何点か質問をさせていただき

たいと思います。 

スケジュールについて、今、部長のほうからも詳細を説明いただきまして、今回、８月９日に基

本協定の締結がなされているというところで、このあたりについてもちょっと聞こうかなと思った

んですけど、具体的な説明もいただいたので、そこはもう消化させていただきました。その後に、

実施契約の締結ということで、今回示された優先交渉権者の提案概要で具体的な数字がいろいろ出

てくると思うんですけども、そういったことが実施契約のところで締結をされるのかなというふう

に承ったところでございます。 

今し方の説明で、更新投資や運営にかかわる費用負担の額は大きく下がったということがわかっ

たところでありますけども、今回、一括民間委託をせずに直営を続けた場合と、市が最低限の効果

を見込んだ場合、そして今回の提案ということで、いろいろ数字がこれまでも示されてきたと思う

んですが、どのようになったのか、年平均ということも含めて比較をお示しいただければなという

ふうに思っております。 

○澤井空港事務所主幹 民間委託の収支につきましては、平成３０年３月の実施方針策定に向けま

してシミュレーションを行っております。金額は、全て税抜きの試算になりますが、本市が引き続

き直営で実施した場合の費用につきましては、２２０億５千４００万円で、年平均にいたしますと

約７億４千１００万円でした。一方、一括民間委託を実施した場合には、業務委託や役員報酬等の

削減効果を見込み、１４４億４千３００万円でありまして、年平均では約４億８千５００万円とな

り、削減効果につきましては、７６億１千１００万円、年平均にいたしますと約２億５千６００万
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円と見込んだところでございます。今回の優先交渉権者からの提案では、本市の負担額は９５億２

千万円で、一括民間委託の最大負担額からの削減額は４９億２千３００万円、年平均にいたします

と約１億６千５００万円となりまして、直営を継続した場合の費用からの削減額につきましては、

１２５億３千４００万円、年平均にいたしまして４億２千１００万円となります。 

○中村委員 直営と比較すれば、かなり大きな削減効果が生まれるということで、市にとってもこ

れはありがたいことなのかなというふうに思っております。年平均にすれば４億円以上の削減効果

になるという答弁をいただきました。 

今回の運営にかかわる費用負担額がゼロ円というふうになっていて、財政効果が非常に大きくな

った要因の一つがここなんですけども、市にとってこの金額は想定内のことだったのかどうか。そ

のあたりについても伺いたいと思います。 

○澤井空港事務所主幹 運営にかかわります本市の負担額につきましては、最大４４億６千５００

万円と設定し、これを下回れば条件はクリアすることとなりますので、この金額以内であれば想定

内ということになりまして、この額を１円でも上回りますと想定外ということになりますけれども、

今回は非常に大きな削減が提案で示されたものと受けとめております。 

○中村委員 そうですよね。想定内ではあるけども、一番いい結果になったということです。要す

るに、ゼロ円から４４億６千５００万円の範囲で、それがゼロ円だったということですから、想定

内といえば想定内なんでしょうけれども、大きな削減効果があったという受けとめをしているとい

うことです。 

地方空港ということで言いますと、旭川そして帯広が市管理空港、あと女満別が道管理空港です

か。あとは国管理空港なので新千歳の枠組みに入ると思うんですけども、今お話しした帯広空港と

女満別空港の運営にかかわる費用についてはどのような結果だったのか。旭川はゼロ円だったんで

すが、そのあたりについてもお示しいただければなと思います。 

○澤井空港事務所主幹 優先交渉権者の選定結果につきまして、帯広空港を管理する帯広市と女満

別空港を管理する北海道も、本市と同じタイミングで公表しておりますが、両空港とも運営負担に

つきましてはゼロ円となっております。 

○中村委員 帯広も女満別もゼロ円だったということなんですよね。今回の２次審査の結果を見る

と、対価等パートという項目があるんですけども、そこが８０点満点になってたと思うんですが、

７８点ということですから、ほぼ満点に近い点数なのかなというふうに思います。一方、Ｓｋｙ 

ＳｅｖｅｎのＡグループのほうは５５．３点ということで、大きな差がついておりますので、ここ

がやはり点数でかなり差がついた大きな要因になっているのかなと。ちなみに、１次審査の結果、

先ほども触れておられましたけど、いわゆる地方公共団体の負担軽減というところの運営権対価等

については、逆に、北海道エアポートグループのほうが負けていたわけですね。３番手ということ

で、この表を見ても１５．６点の得点で、Ｃグループはもう辞退してますけど、そこが一番点数が

高くて２１．２点ということだったので、この北海道エアポートグループが戦略を大きく変更して、

地方空港に配慮した形の提案に切りかえてきたんだなということがその結果からもわかります。こ

れもやっぱり競争的対話で地方３空港が連携をとりながら、歩調を合わせながら行ってきた結果の

一つなのかなというふうにも受けとめているところでございます。 

それで、この優先交渉権者の提案概要を先ほど説明いただきましたけども、１４ページのところ
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で、その中にエプロンの拡張というところも示されているところです。これまでの特別委員会等の

説明でも、空港の規模を変更するような大規模なものの負担は対象外だったと思うんですが、この

拡張は更新投資にかかわる費用負担の対象なのか伺いたいと思いますし、また、その際は国の補助

金が得られるという答弁もいただいていたところなんですけど、そこも再度確認をさせていただけ

ればなと思います。 

○澤井空港事務所主幹 費用負担の対象は、あくまで現有施設の更新でありまして増築につきまし

ては負担の対象とならない仕組みとなっておりますので、今回の提案で示されているエプロン拡張

につきましては、本市の負担の対象外ということになります。国の空港整備事業補助金は、本市が

直接空港を運営している場合と同様に適用されることとなりますので、もともと空港整備事業補助

金の対象で、本市が負担金の対象としている施設整備につきましては、本市の負担金に対して３分

の２が充当される仕組みとなっております。 

○中村委員 今の答弁は、エプロンの増築についてはＳＰＣが全額負担するということで、本市の

新たな費用負担は求められないということだと思います。いわゆる２１８億円の投資額のほうにエ

プロンの増設も含まれるということだと思うんですね。 

ちょっと別な視点から質問させていただきますけれども、旭川空港の目標値ということも示され

ておりまして、現状の２０１７年度の乗降客数がどのようにふえていくかということも示されてい

るわけなんです。この乗降客数が、平成２７年に旭川市で算出した需要予測というものがあったと

思うんですけども、それと比較をしたらどのようになるのかというところをちょっと確認させてい

ただければなというふうに思います。 

○澤井空港事務所主幹 平成２７年度に行った市の需要予測との比較でございますけれども、値が

重なる年度が５年後の２０２４年度のみとなっておりますので、その数値で申し上げます。国内線

の市の算出は９６万６千人ですが、優先交渉権者の提案は１２４万人となっており、国際線の市の

算出は４１万３千人ですが、優先交渉権者の提案は２１万人となっております。ちなみに、市の需

要予測の最終年度は２０３５年で、優先交渉権者の目標最終年は２０４９年ですので、１４年の開

きがございますが、市の国内線は９４万５千人で、優先交渉権者の国内線は１７５万人、市の国際

線が５８万８千人で、優先交渉権者は６３万人となっております。 

○中村委員 私も平成２８年の第１回定例会の予算委員会のときも質問させていただいたんですけ

ども、この需要予測というのが、国際線については、ある程度の係数というか、プラスになってい

くんだというところをずっとただ単純に計算しただけで、実態とは必ずしも一致しないんだという

答弁をその当時の総合政策部の地域振興担当部長からもいただいたところなんです。その需要予測

を今、答弁もいただいたところなんですけども、例えば、２０１７年の需要予測の数字で見ますと、

国際線については、２４万９千人来るということになっていたんですね。平成２７年が１８万２千

人、これが実数だったんですけど、それをもとにどんどんふやしていくんだということで２４万９

千人になったんですが、実際のところは、ここに出ているとおり６万人ということですから、需要

予測の４分の１になっているわけです。ですから、今答弁いただいた５年後の需要予測は、４１万

３千人になっているんだという話なんですけど、それがこの提案の中では２１万人と、だから、そ

れだけを比較すると半分しか来ないのかということなんです。実際のところでは、２０１７年の実

数が需要予測の４分の１に落ち込んでいたということですから、２１万人に回復すればかなりいい



- 9 - 

数字になると思うんです。最終的には、３０年後は６３万人を想定しているわけですけども、需要

予測のほうは２０３５年の段階でありますが、５８万８千人ということで今答弁をいただいたとこ

ろです。そんなに変わらないのかなと思うんですが、ただ、実数が、今４分の１にまで激減してい

るということを考えると、もし、この７空港のバンドリングというのが成立してなかったと考える

と、本当にお寒いものになっていたというか、国際線のターミナルビルを建設するに当たって需要

調査というものが位置づけられたんですけど、右肩上がりで上がるというのが４分の１まで落ち込

んでいる、そんな状況であれば、もしかしたらターミナルビルはつくれなかったかもしれませんよ

ね。ただし、バンドリングによってはふえるということですから、その後には着工になったかもし

れませんけど。そんなようなことも今の答弁からわかるところです。 

この乗降客数なんですけども、目標値を達成することは、ＳＰＣの義務とはならないのかどうか。

ＳＰＣが履行義務を負うものと負わないものと、何が義務を負うものなのか、何が義務を負わない

ものなのかということで、この計画の中に示されているもので御答弁をいただければなと思います。 

○澤井空港事務所主幹 施設整備など、優先交渉権者がみずから実施すると提案したものにつきま

しては、履行義務を負うことになりますが、目標数値などＳＰＣの努力のみでは実行できないよう

なものにつきましては、履行義務とまではされないものとなっております。しかしながら、履行義

務とまではされなくても、特に目標数値は明確な指標となりますので、モニタリングなどで契約の

履行を確認していく際にはチェックの対象となり、非常に重たい意味を持つものであると考えてお

ります。 

○中村委員 乗降客数とかそういう目標値については、モニタリングのチェックの対象にはなると

いうことで、重たい答弁なのかなというふうに思います。また、優先交渉権者が、みずから実施す

ると提案したものについては履行責任を負うんだという答弁もありました。２１８億円の投資計画

については、履行責任を負うということでいいのかどうか、お答えをいただきたいと思います。 

○澤井空港事務所主幹 運営者がみずから実施すると提案したものにつきましては、履行責任を負

いますので、設備投資の内容といたしましては義務の対象となりますが、約２１８億円という数字

につきましては、現時点の想定でございますので、義務とはならないこととなります。 

○中村委員 ２１８億円というのは想定だから、変化する可能性があるということだと思うんです。

設備投資の計画内容については、実施されるということだと思います。 

それで、１４ページのところに今後、ターミナル前面に約３千平米の大規模増築をするというこ

とが示されているわけなんですけども、ただ、１４ページの右側に設備投資戦略の年次が、５年後、

１０年後、３０年後に何をやるかということが書いてあるんですが、そこにこの３千平米の大規模

増築というのが、私が見ても見当たらないんです。この点について、伺いたいと思います。ほかの

帯広だとか、女満別については、そういうターミナルビルの増築というものが明確にうたわれてい

るもので、どうしてなのかなということもあるものですから、お伺いしたいと思います。 

○澤井空港事務所主幹 優先交渉権者の提案における設備投資戦略の表の中の１０年後の改修にお

いて、実施としているところでございます。 

○中村委員 １０年後ということなんですけども、明確に書き込まれていないんですよ、これどう

見ても。例えば、ここに書いてあるのは、商業内装等改修ですよね。ですから、これがそうなんだ

と言われると、３千平米規模の大規模増築というふうにうたわれているわけですから、とてもそう
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は読み取れないので、実際、これから１０月に契約を締結するということになるということですの

で、今、明確に１０年後にはそういう計画を持っているんだということであれば、なおのこと、そ

こをしっかり意識して交渉に当たっていただきたいですし、実際に言われたとおりだというのであ

れば、ここの部分に、北海道エアポートグループがつくるのであれば、次の資料からはここに書い

てくださいということも求めていく必要があるのかなというふうに思いますので、お願いしたいと

思います。 

先ほどの全体の説明の２ページのところで、オープンジョーということも説明はされていたわけ

なんですけども、特別委員会でも７空港一括民間委託と単独民間委託ということもいろいろ議論を

されてきたところなんですが、その７空港一括民間委託と単独での民間委託を比較した場合、一括

でやることのシナジー効果としては、どのような点があるというふうに受けとめているのか、いま

一度、ちょっと確認の意味で承りたいと思います。 

○浅田空港事務所長 シナジー効果ということでございますけれども、今回の提案では、７空港全

体の取り組みについても示されているところでございます。先ほど御説明申し上げましたオープン

ジョーのほか、７空港の戦略的位置づけによる役割分担を進め、空港間の無用な競い合いは避けら

れるというふうに考えてございます。また、エアラインの誘致体制におきましても、空港別の取り

組みと全道レベルの取り組みの両面からアプローチしていくということも示されておりますし、将

来的には、空港運用業務を空港別ではなく一元的に行うといったことが示されております。こうい

ったことがシナジー効果として挙げられるというふうに受けとめてございます。 

○中村委員 ７空港を一括民間委託することで得られる利益というものが、いかに大きいかという

ことを今おっしゃっていただいたのかなというふうに思います。旭川空港は、新千歳空港の需要を

取り込むぐらいのことまで書いてあるわけですから、そういったことがなければ、国内６路線です

か、２路線が６路線になるという、そのようなことも、やっぱりこういう一括民間委託だからこそ

なし得ることなのかなというふうにも思うところでございます。 

今後のスケジュールを見ても、旭川空港は、新千歳空港に次ぐ２番目の民間委託ということでス

タートするということで、来年の１０月にＳＰＣに引き渡す予定になっていると思いますけども、

ほかの５空港に先行するわけで、時間があるようで余りないようにも思うわけでありますけども、

今後の引き継ぎをどのように進めていくのか、伺っておきたいと思います。 

○浅田空港事務所長 優先交渉権者との間では、基本協定締結後からスケジュール調整や引き継ぎ

体制などの確認を行っておりますが、７空港の基本施設、空港運営事業は、段階的開始でございま

すので、その段階的開始の前２つの新千歳空港と旭川空港を引き継ぎの第１段階、残る５空港を第

２段階に分けて進めていく予定としてございます。安全な空港運営は、旭川空港の基本中の基本で

ございますので、しっかりと丁寧に引き継げるよう万全の体制で取り組みを進めてまいります。 

○中村委員 そのことで言えば、やっぱり職員派遣ということもこれまで言われてきたところであ

ります。安全をしっかりと継承するために万全の体制で引き継ぐということでありますけども、事

業者募集では、ノウハウの継承のために職員を派遣する用意があるということだったと思います。

これについてはどのようになるのか、お示しをいただきたいと思います。 

○浅田空港事務所長 事業者の募集に当たりましては、引き継ぎにかかわる旭川市職員の派遣につ

いて、最大人数を６人、最大の期間を５年としていたところでございますが、その後、競争的対話
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を経て、選定された優先交渉権者からは、６人、３年間とする提案を受けたところでございます。 

○中村委員 やはり民間のほうのスピードというか、当初こちらで想定した５年間でなくて、３年

でも十分継承できますよということなのかなというふうに思います。 

これで最後の質問にさせていただきますけども、優先交渉権者と基本協定を締結し、提案内容も

示されておりまして、旭川空港の今後の運営者の顔と計画が見えたわけであります。競争的対話で

旭川空港の付加価値を高めてきた努力については評価したいと思っております。ただ、全てを手放

しで喜べる計画案かといえば、必ずしもそうとは言えないのかなというふうに思っているところで

ありまして、例えば、２次交通については、鉄路を空港に乗り入れるというところまで踏み込んだ

ものにはなっておりません。この北海道エアポートグループには、東京急行電鉄、東急も構成員に

入っていることを考えれば、今後もさまざまな働きかけが必要だというふうに考えるところでござ

います。計画の中に、旭川空港を新千歳空港に次ぐ基幹的空港、そして新千歳空港の需要の取り込

みと表現されていることを考えれば、自治体のかかわり次第で新たな投資を呼び込むことも可能に

なるものと考えます。運営は民間に委託しても、路線誘致等では、地元自治体として引き続きかか

わっていくことをこれまでも明言されておりますが、北海道エアポートグループに決まった今、今

後、本市としてどのような検討やかかわり方が必要と考えているのか、伺って質疑を終わりたいと

思います。 

○菅野地域振興部長 今回の一括民間委託につきましては、議会の中では調査特別委員会も設置さ

れまして、さまざまな角度で議論させていただきましたし、御指摘もいただきました。場合によっ

てはそれらを材料にしながら、各空港４管理者との協議の中、あるいは競争的対話の中で、しっか

りと主張し、求めてきた部分もあるというふうに我々は考えてございますし、そういう意味では、

７空港一括ということで旭川空港が埋没しないようにということを一番念頭に置いて進めてきたと

ころでありますが、今回の提案が新千歳に次ぐ、あるいは北海道全体の広域のゲートウェイという

ふうに位置づけられたことは、我々としてはよかったなというふうに考えてございます。ただ、今、

御指摘がありましたとおり、あくまでもこれは提案を受けた段階でございますので、その提案内容

が本当に実施されるように、そしてそれが地域にとって、旭川市にとって、やはりメリットがある

ようになるように、それが我々の役割でもありますし、どこが選定されたとしても、その役割は変

わらないわけでございますので、これまでと同様、今後もそういう役割を十分認識した上で、必要

なものについてはしっかりと働きかけていきたいというふうに考えてございます。 

実施契約の締結までには、まだ幾つもの手続がございますが、決定しているという段階でもござ

いませんし、ただ、この提案、そして７空港の一括民間委託が、本市が目指します道北地域の経済

と人々の交流を支えるネットワークの実現ということに向けて大いに期待もしてございますし、な

んとか、その期待以上のものが得られるように努力してまいりたいと考えてございます。そのため、

民間委託の実施後も、本市が管理者としてしっかりとモニタリングをし、運営者とは一定の緊張関

係を持ちながらも、協調できるパートナーとしてしっかりその関係を構築し、地元自治体として引

き続き路線誘致や利用拡大に努めてまいりたいと考えてございますし、目標とする２００万人を超

える利用者がいる場合については、現状の２次交通では賄い切れませんので、やっぱりこの地域に

ふさわしい、利用者にとって利便性の高い２次交通の実現についても努力してまいりたいと考えて

ございます。 
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○中野委員長 他に御発言ございますでしょうか。 

えびな委員。 

○えびな委員 通告してないんですけど、１点だけ済みません。空港に関連してなんですけども、

現時点ではそこまではまだ示されていない、あるいは把握していないのかなと思うんですが、いず

れにせよ、今の中村委員の質疑とも関連してくるんですけれども、少なくとも２０２４年、５年後

の目標値が示されているわけです。それの根拠となる具体的な計画、まだ締結していないという話

ですけれども、この辺を市として把握しているのか。あるいはその前に、優先交渉権者はその辺の

根拠となる計画を示しているのかどうなのか。それは旭川空港にかかわらず、さっき一元化という

話もありましたけれども、７空港全体でもまた考えなきゃいけない話だと思うんですが、この辺が

示されているのかどうなのか。されていないとしたら、いつごろ示されるのか。あるいは、そうい

う計画は当然立てていかなければいけないですし、５年後ということですから、大分先のことにつ

いては情勢を見ながらで変化をするんでしょうけど、そこは優先交渉権者が示すかどうかというの

も、やはり市のサイドとして、できるだけ把握すべきじゃないかというふうに思いますので、発表

しているしていない、把握しているしていないも含めて、ちょっとその辺のところをお答えいただ

ければと思います。 

○菅野地域振興部長 まず試算、要するに将来目標値の試算の根拠については承知してございませ

ん。あくまでも目標値として示されたという段階でございますので、今、委員から御指摘がありま

したように、我々もどういう計算でそういうふうに出るのかというのは、当然これから協議してま

いりたいと考えてございますが、試算時点の状況が違いますので、それを考慮すると、我々が想定

しているというか、過去に持った目標とそう大きく違うものでもございませんし、我々が目標とし

ているもの以上のものでございますので、何とかこの目標を達成するために、必要な投資であると

か環境整備というものを目標年次に合わせて進めていただきたいというふうに考えてございますの

で、当然、目標数値の達成というのも大事ですし、その目標を達成するまでに至るいろんな整備、

投資について、しっかりと協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○中野委員長 他に御質疑等はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

なければ次に移りたいと思います。４番、地方行財政に関する事項について、（１）会計年度任

用職員制度導入について、委員のほうから御発言ございますでしょうか。 

石川委員。 

○石川委員 先月の総務常任委員会の後に懇親会があったと思うんですけれども、その席で三宮次

長が、経済部にいたときは質問がよく来たんだけれども、人事に移ってからはなかなか質問が来な

いので寂しいといった趣旨の発言をされていたと思いますので、三宮さんに寂しい思いをさせて申

しわけなかったなと深く反省いたしまして、会計年度任用職員制度の導入について質問させていた

だきます。 

今年度の市の職員４千８８３人のうち、臨時・非常勤職員が１千９１０人ということで、全体に

占める割合が４割近くなっております。一方、私は第２回定例会でも質問したんですけれども、２

０年前は正規職員の占める割合が約７２％、ということは非正規職員が２８％ということでした。

今から３５年前の昭和５９年度はどうかといいますと、市の職員全体が４千４７４人で、そのうち、
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臨時、非常勤が８３４人ということで、２割にも満たなかったわけなんですよね。年々、市の職員

のうち非正規雇用の方の占める割合はふえてきております。そもそも、臨時・非常勤職員というの

はどういった目的で設置されたのか、また、なぜこれほどまでにふえ続けているのかをお答えいた

だきたいと思います。 

○三宮総務部次長 臨時職員は、一時的、臨時的に業務が繁忙となる場合に任用する職でありまし

て、非常勤職員の嘱託職員につきましては、主に専門的な知識や経験を要する業務に携わる必要が

ある職として、その業務の種類や性質に応じて、各自治体と同様に、本市においても任用してきて

おります。臨時・嘱託職員がふえてきた理由といたしましては、行財政改革等の取り組みによりま

して、事務改善や事業の見直しなどにより、職員数を削減し、臨時職員がふえたものだけではなく、

技能労務職の全廃に伴うものや、放課後児童クラブの新設、あるいは特別支援学級の増設など、業

務の増加に伴うものもございまして、さまざまな要因が重なった結果であるというふうに考えてお

ります。 

○石川委員 今、さまざまな要因が重なった結果ということだったんですけれども、今年度の旭川

市の重点提案・要望を見ますと、会計年度任用職員制度の導入に係る財政措置の実施ということで、

処遇改善のために約１４億円の財政負担が生じるとして、総務省へ財政措置を要望しておりますが、

この１４億円の根拠をお示しいただきたいと思います。 

○住吉総務部人事課主幹 各職種の賃金報酬の水準や手当の種類、期末手当の割合などが決まって

いないため、今年度、総務省からの調査に対する回答をもとに、平成３０年度の実績との比較によ

る増額分を算出しております。一般会計と特別会計は、平成３０年度に比べて約１１億８千１５１

万円の増額、企業会計は約２億２千３２１万円の増額となり、合わせて約１４億４７２万円の増額

と試算したところです。一般会計、特別会計の具体的な算出方法につきましては、任用者数、勤務

時間、各手当は平成３１年度予算計上の人数と金額、賃金報酬は、正職員の給料表を適用し、現行

賃金の直近上位に位置づけ、期末手当につきましては、６カ月以上かつ週１５時間以上勤務したも

のに対して支給月数を２．６月、退職手当は退職率２割などに仮設定し、試算を行っております。

また、企業会計分につきましては、平成２９年度における全会計の臨時・嘱託職員人件費総額に占

める企業会計の割合１５．８９％を用いて、会計年度任用職員制度導入に係る増額分を算出してお

ります。 

○石川委員 いろいろシミュレーションした結果、１４億円になるよということだと思います。 

先ほど答弁の中で、放課後児童クラブの新設ですとか、特別支援学級の増設といったこともあっ

たと思うんですけれども、放課後児童クラブの支援員として約３５０人の方が臨時・嘱託職員にい

るというふうに思いますが、この人たちも１千９１０人の人数に入っているのでしょうか。 

○住吉総務部人事課主幹 今年度の臨時・非常勤職員１千９１０人は、６カ月以上の雇用期間があ

るなどの一定の条件を満たす方ですので、放課後児童クラブ支援員のうち、有休代替を除く常勤の

支援員１６０人を嘱託職員としてカウントしております。 

○石川委員 今、有休代替を除く支援員１６０人が１千９１０人にカウントされているということ

なんですけれども、これも私、２定で質問したんですけれども、子育て支援部では、来年度から全

ての放課後児童クラブを民間委託する、すなわち市の職員でなくなるという、こういう予定ですよ

ね。総務部では、この１６０人の支援員が総務省への予算要望に含まれているということは、１６
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０人が来年度も市の嘱託職員として残るという考えで予算要望しているんだと思います。となりま

すと、子育て支援部と総務部では認識が違う、そういった理解でよろしいんでしょうか。 

○三宮総務部次長 ただいまの御質問でございますけども、これは国に対する要望の時点では、最

大限これぐらいかかるだろうということで試算しておりますので、その後、委託についても子育て

支援部のほうで検討していると思いますけども、それについてはこちらとも協議しておりますので、

認識が違うということではございません。 

○石川委員 最大限これぐらいかかるということで、ちょっと盛って要望しているんだということ

だと思います。 

先ほど少し説明もあったんですけれども、会計年度任用職員制度が導入されますと、期末手当は、

満額だと給料の何カ月分支給されるのかを改めてお答えいただきたいと思います。来年度から満額

支給する見込みなのかどうかもあわせてお答えください。 

○三宮総務部次長 総務省から示されております事務処理マニュアルにおきましては、常勤職員の

取り扱いとの均衡等を踏まえまして定める必要があるというふうにされております。常勤職員と同

水準とした場合は、年間で月額給料の２．６月分というものが支給基準になります。しかしながら、

いまだ国からの財政措置が示されず、また、厳しい本市の財政事情を考えますと、会計年度任用職

員制度導入初年度となります令和２年４月から、国が示すとおりに常勤職員と同水準、これは２．

６月ですけれども、この期末手当を支給するのは非常に厳しいものと考えております。 

○石川委員 総務省には１４億円を要望しますけれども、２．６カ月分の期末手当は非常に厳しい

という答弁でした。これから条例を制定していくというふうになると思うんですけれども、当面何

カ月分を支給する見込みなんでしょうか。また、何年程度かけて満額支給を目指すのかということ

もお答えいただきたいと思います。 

○三宮総務部次長 本年第３回定例会に関連する条例案を上程し、審議をいただく予定で現在作業

を進めておりまして、まだ固まってはおりませんけれども、国が示すマニュアルや中核市あるいは

道内他都市の状況などを収集しておりまして、正職員と同様の年間２．６月分を原則としつつも、

厳しい財政事情等を考えますと、他都市の事例にもありますけれども、５年程度かけて段階的に支

給割合をふやしていくというような経過措置を設けることも考えておりまして、現在、市職員労働

組合とも協議を進めているところでございます。また、どれぐらいの割合でふえていくかというこ

とにつきましても、現在検討しているところでございます。 

○石川委員 今、他都市の事例などを参考に５年程度ということですけれども、５年というのは非

常に時間がかかり過ぎると思うんですよね。私、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例のイメージについてというものをインターネットで出してみたんですけれども、これを読みます

と、期別支給割合については、常勤職員との均衡から、常勤職員と同じく１００分の２６０とする

のが適切である。もっとも、期別支給割合については、２年程度の期間をかけて段階的に引き上げ

ることが考えられるとされており、地域の実情に応じて数年単位で対応することは可能とされてい

る。これを読みましても、２年程度というふうになっているんですよね。５年というのは、ちょっ

と時間がかかり過ぎるなと、もっとスピード感を持って取り組むべきだと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○野﨑総務部長 現在、５年程度の経過期間というふうに想定しながら協議を進めているところで
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あります。先ほど答弁させていただきましたように、マニュアルのほうでは、今ほど質問の中にも

ございましたように、経過措置というのは地域の実情に応じて入れていくということがひとつ示さ

れている。また、自治体として、旭川市の財政状況というのは非常に厳しい中で、いきなり十数億

円というのはなかなか難しいところもあるのかなというふうに思っているところであります。国の

ほうに、財政措置の要望をしておりますが、そこがまだ見えないという中では、なかなか一足飛び

に制度導入というのは難しいと思っております。ただ、この制度を入れることによりまして、期末

手当というのは制度化されるというふうになりますけれども、また一方では、昇給制度などについ

ても取り入れていけるのかなというふうに思っております。今まで予算措置でありますとか、最低

賃金の動向などを踏まえながら、毎年度の予算編成の中で、幾らか上積みしようというようなこと

をしていたものが、制度化することによって昇給もされていくというようなことも、私どもとして

はこの制度を入れることで期待できるものというふうに考えているところであります。年収の見込

みも立つと、何年かたつとこんなふうになるのかなというようなことで、働いている方に対しては、

これからの将来の生活が、ある程度確認できるというか、見えてくるというようなことからも、こ

の制度をぜひ取り入れたいというふうに思っておりまして、その制度導入に当たりましては、大き

な変化がないように、緩やかな形で経過措置をもって制度の円滑な導入を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、御理解を願いたいと思います。 

○石川委員 今、部長からいろいろ言い訳がありましたけれども、やはり５年というのは長過ぎる

と思うんですよね。他の都市の事例はちょっとよくわからないんですけれども、やはり制度を導入

するのはもちろんなんですけれども、スピード感を持って取り組んでいただきたいということをも

う一度発言いたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。 

○中野委員長 以上で、石川委員の質疑を終了します。他に御発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、次に移りたいと思います。５番、その他の（１）総務常任委員会行政視察の委員派遣

についてでございます。お手元に配付してあります委員派遣承認要求書（案）、委員長班、副委員

長班のとおり、それぞれ記載の調査のために、議長に対し委員派遣の承認要求をすることでよいか

確認をしたいと思います。よろしいでしょうか。 

えびな委員。 

○えびな委員 済みません、もうほぼ決まっていることなんですけど、広島県呉市の件で、今回の

台風でどのぐらいの被害があったのかなと、ちょっとそこが心配になっていまして、そこを確認の

上で大丈夫ならということのほうがいいのかなと、老婆心ながらなんですが。 

○中野委員長 既に事務局を通して調整をしていただいているので、問題なく受け入れができると

いうことで、先方からも連絡をいただいております。 

ほかに、皆様から何か御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

改めてではありますが、御配付している資料のとおり、承認要求をするということでよろしいで

しょうか。 

（「はい」の声あり） 

では、そのように決定し、議長に対して配付のとおり委員派遣承認要求書を提出することといた
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します。なお、やむを得ない事情など、都合により変更が生じた場合の取り扱いについては、委員

長に一任を願うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

それでは、そのように取り扱うこととさせていただきます。 

それでは、以上で本日の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１６分 

 

 


