
日時

場所

委員
１０名　（敬称略：五十音順）
　飯田委員，池田委員，伊藤委員，伊東委員，上西委員，武田委員，
　永瀬委員，則末委員，古川委員，山岡委員

事務局
（市側）

６名
　スポーツ課（高橋課長，森田施設・合宿担当課長，今村補佐，
　　矢野補佐，松本主査，遠藤）

欠席者

会議の公開・
非公開の別

傍聴者

議事

会議資料

議事内容等 発言者 発言の要旨

１　開会 事務局 　全委員の出席の旨を報告。

会長 　会長挨拶

会長 　事務局から「令和２年度予算要求の概要について」報告願う。

事務局 　(資料１に基づき説明)

会長 　各委員から意見や質問等はあるか。

委員 　アスリート・発掘養成費ではどのようなことを行っているのか。

事務局

　今年度の予算から立ち上げた事業であり，これまで市としてあまり関
わってこれなかった競技力の向上に向け，体育協会に委託して行ってい
る。内容としては，けがをしない体づくりや講演会などのスポーツ団体
の事業を行う人材の確保に向けた取組も含めて行っている。３年間の事
業計画の予定で進めており，来年度も継続したいと考えている。

委員 　障がい者スポーツに関してはどのような内容があるか。

事務局
　障がい者スポーツは体育協会としても推進に取り組むこととしてい
る。まずは，全体に周知するという意味で２月に講演会を予定してい
る。

委員 　体育協会に障がい者スポーツに詳しい職員はいるか。

事務局
　初級の障がい者スポーツ指導員の資格を持った職員がいる。知識を研
鑽し，障がい者スポーツについて推進していくものと考えている。

会長 　事業の報告書は３年経ったときに出てくるのか。

２　議題
　
(1)
令和２年度予算要
求の概要について

  １ 開会
　２ 議題
   （1）令和２年度予算要求の概要について
   （2）（仮称）旭川市スポーツ推進条例（案）について
　３ その他
  ４ 閉会

資料１　令和２年度予算要求の概要について
資料２　（仮称）旭川市スポーツ推進条例骨子（案）に対する意見
資料３　（仮称）旭川市スポーツ推進条例

令和元年度第４回旭川市スポーツ推進審議会　会議録

令和２年１月９日（木）　午後６時００分～午後７時００分

旭川市７条通１０丁目　旭川市第二庁舎３階問診指導室

出席者

公開

(1)市民　　　　０人
(2)報道機関　　０人

なし
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事務局

　今年度，体育協会が各スポーツ団体へのアンケート調査を行った。
　３年事業を継続し，その後続けるかはその時の判断によるものではあ
るが，最終的には報告書を委員の皆様にお見せしたいと考えている。
　今年度のアンケートでは競技力向上に求めるものなどの調査を行って
いる状況である。講演会については主に指導者を集めたものにしたいと
考えている。
　ホームページ等で公開するものではないが，報告書については委託の
報告として毎年提出される。

委員 　予算はどれくらいか。

事務局
　今年度は３００万円であるが，委託料としてはもう少し下がった金額
になる。

会長 　予算の割合として生涯スポーツに何％のような決めはあるか。

事務局
　そのような配分はない。
　スポーツ課予算は生涯スポーツの振興と競技力の向上の２つのソフト
事業と施設管理が柱になっている。

委員
　他の団体，例えばスポーツ庁などの事業から財源を確保しているもの
はないのか。

事務局 　totoの事業を活用はしている。その他はない。

委員 　使わない理由は何か。中核市だと確保しにくいのか。

事務局
　１つはtotoの事業が使いやすかったという理由がある。今後，財源確
保に向けスポーツ庁事業含め，その他の事業に関しても積極的に取り組
んでいく必要があると認識している。

会長 　ファイターズの応援大使に対する予算はあるのか。

事務局
　今年，旭川市が開村１３０周年というタイミングで応募し当選したも
のである。トークショーの会場費や記念グッズ代等を想定している。

委員 　ヴォレアスに対する予算措置はあるのか。

事務局
　ヴォレアスは市の補助金に頼らず運営しているところが素晴らしいと
思っている。市としては，協定を結び，試合会場の減免措置という形で
支援している。今後，さらに協力していきたいと考えている。

委員

　ヴォレアスとしては金銭的支援が難しいことは理解している。それ以
外の支援も検討してもらうため，他の自治体における状況を紹介してい
る。
　一番の支援は市民の皆様に見に来ていただくことである。

事務局

　観客席の数が少ないということは話をもらっている。メインで使って
いる総合体育館は１，５００人が限界であり，試合の日にはコートサイ
ドに特設の観客席を作ってもらっているところである。V１に上がると
固定の観客数では足りないので，ハードの問題は大きいと感じている。
　大雪アリーナはバレーボールシーズンが冬のスケートシーズンと被っ
ているため使用できない状態である。

委員
　V１の規定では３，０００人が基準となっているので，１，５００席
を増設しなければならない。その費用負担はある。

会長 　他に各委員から意見や質問等はあるか。

委員

　施設は教育委員会で管理しているが学校開放事業の市の担当はスポー
ツ課で間違いないか。夜間開放時，フットサルなどで壁や備品が壊れた
ときに直すためにはどこに連絡すればよいのか困っている。壊れた物が
あったとしても，部活動によるものなのか学校開放によるものなのか判
断がつかない。
　難しい部分はあるが，危険な競技については利用をやめてもらうこと
も検討しなければならないのではないかと思っている。
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事務局

　教育目的で建てた学校施設をスポーツを目的とした施設としてお借り
しているのが学校開放事業であり，スポーツ課が担当している。
　学校開放中の破損についてはスポーツ課が担当であるが，実際の運用
上学校との共有の部分については学校で対応している部分がある。
　いずれにしても市の施設であるので直せないままということにはなら
ないようにしたい。

会長

　危険な可能性がある団体には利用をやめてもらうしかないのではない
か。安全措置を講じるだとか責任を明らかにしてやめてもらえるような
ルールを作るべきである。まずは，利用団体に聞いてみることも必要で
ある。

事務局
　いまある施設を大切に使っていくことが重要であり，学校にも迷惑を
掛けている部分もあるので，対策を講じなければならないと考えてい
る。

会長
　利用が危険な団体に対して，なぜ開放できないかの理由を答えること
ができるのであれば問題無いのではないかと考える。

事務局

　学校開放の課題としてはほぼすべてで利用が埋まっている状況であ
る。利用できなくなった場合に他のところで利用できるかというと必ず
しもそのような状況ではないので，管理する市と利用者で話していかな
ければならない問題だと認識している。

会長 　各学校で学校開放の連絡協議会のような組織はあるのか。

事務局
　スポーツ課から校長・教頭に依頼し利用調整会議を開催している状況
である。

委員
　他の学校でもこのような状況があることが予想されるのでアンケート
をとってみるのもひとつの手である。

委員 　廃校後の開放はしているのか。

事務局

　基本的には統廃合によって廃校になった場合には学校開放をしていな
いのが現状である。跡地利用という形で民間企業に売却や地域の施設と
しての利用を考えている。
　我々の立場としてはスポーツの場が失われているところでもあるので
これから廃校後の学校開放の在り方についても考えていかなければなら
ないと考えている。

委員
　使わなければ施設が駄目になる場合もある。もったいないので使って
いただきたい。

会長
　便利になるとそこに集中してしまう側面もあるので，スポーツ施設が
足りなくなることは避けられない。

委員 　廃校後の学校で使用可能な体育館はあるのか

事務局 　廃校になっているところは基本的には使用可能である。

委員
　施設を作ったとしても管理人が必要にもなるので場所だけを作れば良
いということではない。

会長

　学校開放についてはより主体的で責任を持った連絡協議会のようなも
のが必要である。利用調整会議で学校と利用団体が良好な関係を築かな
ければならない。うまくやっているところもあろうとは思うが，必ずし
も全てがそうでないことも注意すべき。

委員 　校長・教頭の仕事はかなり大変である。

委員
　学校からは利用をやめるようには伝えにくい。例えばフットサルが問
題ない校舎もあるので，種目毎に分散する方法もある。通常，学校の施
設はフットサルのシュートに耐えられるような設計はしていない。

事務局
　学校現場で困ることがあれば，まず我々に連絡していただき，対応で
きるようにすることから始めたいと考えている。

会長 　他に各委員から意見や質問等はあるか。

各委員 　（意見等なし）

会長 　以上で，議事第１号は終了する。
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会長
　次に，議題（２）「（仮称）旭川市スポーツ推進条例（案）につい
て」事務局から説明を願う。

事務局 　（資料２・３に基づき説明）

会長 　各委員から意見や質問等はあるか。

事務局

　意見の「重要です。」に関しては市民により分かりやすく伝えるため
入れていたものであり条文では削除し，文言が変更になるという考えを
持っていた。
　プールに関して類似する意見を相当数意見をいただいているが，今の
ところ統廃合する予定はない。ニーズ調査については，来年度予定して
いるスポーツ推進計画の策定の中でアンケート調査していきたい。
　スポーツ実施率に関しては，無作為抽出によるアンケートによるもの
のため，民間のスポーツジムを利用している方も反映されている。

会長 　条例案について，ですます調とである調が混在している。

事務局
　誤りであるので訂正する。これから条例案については法務担当と最終
的な協議に入り文言が相当変更になる可能性がある。しかし，基本的に
はこれまで審議いただいた主旨は変わらないように整理をする。

会長 　第4条以降の役割・責務について分けているのはどのような意図か。

事務局 　市民に対してより分かりやすく市の立場を示したものになっている。

委員
　第7条以降の「努めるものとする」，「講ずるものとする」，「なけ
ればならない」の３つの表現があるが違いは何か。ランクがあるのか。
　今後，どのように運用するものなのか。

事務局

　既に取り組んでいるものには「講ずるものとする」，今後実施してい
くものについては「努めるものとする」という努力義務としている。実
際に努力義務であっても行っていることはある。
　「講ずるものとする」が表現的には一番責任が重いものになる。

会長 　他に各委員から意見や質問等はあるか。

各委員 　（意見等なし）

会長 　以上で，議事第２号は終了する。

３　その他 会長 　他に事務局から報告事項・議事はあるか。

事務局 　（今冬のスポーツ課関連イベントについて紹介）

委員
　現在V２リーグ首位のヴォレアス北海道ホームゲームについての情報
提供

会長 　他に各委員から質問等はあるか。

委員
　新設の武道館の大きさはどれくらいか。パンフレットができるのか。
　利用できるスポーツには武道に限らないとの認識で良いか。

事務局

　公園みどり課で所管することになり，管理は指定管理になる。利用調
整については総合体育館・忠和体育館，大成体育館を含めた４館調整で
行うので，これまで総合体育館で行っていた武道の大会を武道館で行う
という動きも出てくると予想される。ただ，武道館には観客席がない。
　利用できる種目についても武道に限らないとの確認は取れている。畳
も取り外し可能なものである。
　大きさについては，柔道で３面とれる規模である。狭い施設であるの
で人数の多い大会では地区大会も開催できない可能性がある

委員
　狭くて観客席がないので合宿誘致をしても使用できない。
　畳のみ新しく購入するのか。他の競技のものを購入はしないのか。

事務局
　その他の競技については，武道館で用意しないものだと認識してい
る。

会長 　他に各委員から意見等はあるか。

(2)
（仮称）旭川市ス
ポーツ推進条例
（案）について
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委員

　観客席の一番多い施設が道北アークス大雪アリーナだが，冬はスケー
トリンクになっている。さらに冬場に観客が入るようなイベントはほぼ
開催されていない。競技の関係者としては練習できるリンクさえあれば
良い。それができればヴォレアスを大雪アリーナででき，それによって
総合体育館も空くので他の大会が開催できることになるだろう。

委員 　大雪アリーナの冬季の利用状況はどれほどか。

事務局

　アイスホッケーがほぼ毎日使っている状況である。
　大雪アリーナは３，０００人の固定席があり，以前はＮＨＫのフィ
ギュアスケート大会も行われていたが，現在は競技の人気が高まったこ
とで観客席３，０００席では足りない状況である。

委員 　相当大きい施設なので空調も高額なのではないか。

事務局

　大雪アリーナは暖房のない施設であり，冬はスケートリンク専用の施
設である。
　リンクに蓋をして，体育館として使用できないか検討したことがあっ
たがそもそも暖房が無いため難しいと考えている。

会長 　各委員から他に意見等はあるか。

委員 　eスポーツはスポーツ課が担当になるのか。

事務局
　スポーツ課に関してはスポーツに関わっている部局として，大会等の
サポートという役割が出てくるのではないかと考えている。

委員 　eスポーツはどこが担当部局なのか。

事務局

　eスポーツに関しては，「１ 大会開催支援」，「２ プログラミング
教育」，「３ IＴ企業の立地スペース確保」という３つの柱があり，そ
れぞれ「１　大会開催支援」だとスポーツ課，「２　プログラミング教
育」だと教育委員会，「３　IT企業の立地スペース確保」だと経済部と
いう各部局複合的な取組になっている。
　昨年，道北eスポーツ協会も発足しており，民間の方々の協力も得な
がら今後進めていくことになる。
プログラミングが学校の必修科目になるが，現時点では，市として予算
等も含め正式に決まっていない状況である。

委員
　eスポーツは行政主体よりも，電気系の民間企業がお金を出している
現状があるため，うまく民間企業を取り込んでいただきたい。

会長 　他に意見等はあるか。

事務局

　オリンピック聖火リレー・パラリンピック採火式について情報提供さ
せていただく。
　東京２０２０オリンピックの聖火リレーについて，北海道は６月１４
日及び１５日に実施される。旭川については６月１５日の４番目として
特殊区間の扱いで本来のルートからはずれて，８条の買物公園から旭川
駅に向かうルートで実施される。総距離は１キロ強にはなるが，６～７
人のランナーが走る予定である。特殊区間とは正規のルートで走ってい
るところの火を一旦消している間に走るものであるため，時間的には１
時間程度での実施になると思われる。同時に火がついている状態とはな
らないように注意する必要がある。ランナーの決定は１月末になる見込
みである。
　次にパラリンピックの採火式についても旭川で行いたいと北海道に手
を挙げたところである。８月１３日～８月１７日の間で行われることに
なるが，内容としては道内各地で集めた火を札幌に送り，そこからさら
に東京に送るというイベントになる。様々な方に参加いただけるような
かたちで考えていきたいと思っている。情報が出てき次第報告させてい
ただきたい。

会長 　各委員から他に意見等はあるか。

各委員 （意見等なし）

４　閉会 会長 　本日の審議は全て終了とする。事務局から連絡事項はあるか。

事務局
　次回，第５回の審議会の開催については３月頃から開催する予定であ
り，スポーツ推進計画概要について審議したいと考えている。

会長 　以上で，令和元年度第４回旭川市スポーツ推進審議会を終了する。
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