
◆◇　第１号議案　◇◆
２０１９年度　事業活動報告

２０１９年をふりかえって

　ラグビーワールドカップでは日本が、世界第８位になるなど日本中を沸かせた話題もありました。

　を含め障害に対応した機能を持ったIT化が望まれます。

　しかし、今後も様々な対応を個人責任で求められる時代が迫っているとも言えるでしょう。

この１年間の取り組みについて
１．旭川市の委託事業
　　（１）障害者スポーツ関連事業について
　　・スポーツ部会より
　　■２０１９年度旭川市障害者スポーツ振興事業報告
　　　○スポーツ教室

　　旭川市障害者福祉センター　１階　水浴訓練室　午後１時から午後３時まで

　　旭川市障害者福祉センター　１階　水浴訓練室　午後１時から午後３時まで

受講者１５名・スタッフ及びボランティア８名
　　　　　日　　時　　　　２０１９年　８月２５日（日）　午後１時から午後４時まで
　　　　　場　　所　　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館　　　　　

受講者１２名・スタッフ及びボランティア８名
　　　　　日　　時　　　　２０２０年　２月　９日（日）　午後１時から午後４時まで
　　　　　場　　所　　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館　　　　　

※新型コロナウィルスの感染防止の為
スカットボール教室

　　　　　日　　時　　　　２０２０年　３月１５日（日）　午後１時から午後３時まで予定
　　　　　場　　所　　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館　　　　　

　近代において天皇が崩御される前に次世代へ引き継ぐという事は非常に珍しいことです。

　大昔には、天災、その他の理由で元号の変更はありましたが、

　また、この年には消費税の改正が行われ８％から１０％へ一部移行になりました。
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　以下、平成３１年度の活動をご報告致します。
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　２０１９年、平成天皇が退位され元号が平成から令和になり大きく変動した年になりました。

　消費税が改正された分をもっと社会補償費に充ててもらい、若い世代が将来生活に安心出来る

　社会を確立出来れば負担もやむを得えずとも受け取れるかと思われます。

　更に、IT革命が進む中でキャッシュレス対応など個々人に迫られる昨今、高齢者や障害者がシステム



○　障害者スポーツフェスタ
　　・参加者１２３名・スタッフ６６名（事務局２名・スポ協８名・通訳者８名
　　　ボランティア４８名）　合計１８９名
　　　日　時　　　２０１９年　６月３０日（日）　午前９時半から午後３時半まで
　　　場　所　　　旭川市障害者福祉センター　２階　体育館

○　障害者スポーツ記録大会
　　・競技参加者１２６名（体育館８４名、水泳４２名）・応援２７名
　　・スタッフ７２名（実行委員３４名・スポ協２９名・通訳者９名）・ボランティア４０名
　　・合計２６５名
　　　日　時　　　２０１９年１０月２７日（日）　午前１０時から午後３時半まで
　　　場　所　　　旭川市障害者福祉センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１階　水泳訓練室　２階　体育館

○　全道大会参加者への競技サポート等

　　 ・第５７回北海道障害者スポーツ大会（夏季）
日程：２０１９年　６月２２日（土）　宿泊
　　　　　　　　　　６月２３日（日）　競技
場所：網走市営陸上競技場（網走市ほか）
競技参加バス利用者７名、競技サポート・引率者５名

　　・第２０回北海道ボッチャ選手権大会
日程：２０１９年　８月１８日（日）　日帰り
場所：道立野幌総合運動公園
競技参加バス利用者６名、競技サポート・引率者５名

　　・第３０回北海道障害者水泳大会
日程：２０１９年　９月２２日（日）　日帰り
場所：札幌市平岸プール
競技参加バス利用者１７名、競技サポート・引率者１１名

　　・第２５回北海道障害者フライングディスク大会（第２０回全国障害者スポーツ大会選考会）
日程：２０１９年　９月２９日（日）　日帰り
場所：札幌市コミュニティードーム（つどーむ）
競技参加バス利用者４名、競技サポート・引率者４名

   ・第３１回北海道障害者卓球競技大会
       日程：２０１９年１１月　４日（日）　日帰り
       場所：札幌市身体障害者福祉センター
       競技参加バス利用者１２名、競技サポート・引率者１１名

                  
   ・第３７回北海道障害者スポーツ大会（冬季）※現地到着後、新型コロナウィルス感染防止の為、中止
        日程：２０２０年　２月２１日（金）　宿泊
    　　　    　　　　　　　２月２２日（土）　競技
        場所：枝幸町三笠山スキー場麓　特設会場（枝幸郡枝幸町北幸町）

全道大会参加者への競技サポート

障害者スポーツに関する各種大会の周知業務



　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者夏季スポーツ大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道身体障害者アーチェリー競技大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者水泳大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者ボウリング大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者卓球競技大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者フライングディスク大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道身体障害者ゲートボール大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者ボッチャ選手権大会
　　　　　　　　　　　　　・北海道障害者冬季スポーツ大会
　　　　　　　　　　　　　・201９はまなす全国車いすマラソン大会

　■スポーツ部会
　委員会：４月６日、６月１５日・２２日、９月７日、１０月１２日・１８日、１月１１日
　委　 員：矢島勇作（部長）、速水修、源紀一、深田清三、長谷川優司、
 　　　　　　丸山周三、阿部龍雄、石田彰弘、芳野輝政、森山由香里

会　場　写　真

　（２）障害者週間記念事業
　　　・文化部より
　委員会：７月１７日、８月７日・２８日、９月１０日、１０月１１日、１１月２７日
　委　 員：工藤フサ（部長）、鈴木、勲、麻生道弘、隠岐　幸子、加藤　健二、武田　久子

　１　実施方針
　　12月3日から9日までが「障害者週間」となり、広く市民に知ってもらう記念事業を実施し，

旭川市障害者スポーツ記録大会

　■２０１９年度旭川市「障害者週間」記念事業報告

水泳競技の部

旭川市障害者スポーツフェスタ
綱引き



　　健常者や色々な障害を持つ様々な立場の人たちが障害者問題についてともに考える
　　機会を提供することで，ノーマライゼーション社会実現の促進を図る。
　　　　　　 （上記の目的を持って、旭川市民に向け啓発事業を行った。）
　２　実施方法
　　特定非営利活動法人　旭川障害者連絡協議会の文化部を中心とし障連協役員及び各団体
　　とで構成する実行委員会を組織して事業を実施した。
　　・実行委員長　　 理事　工藤　フサ（一般社団法人　旭川翔輝会　北海道難病連旭川支部　支部長）
　　・副実行委員会　理事　麻生 道弘（旭川視力障害者福祉協会）
　　・その他　障連協の理事・監事・相談役及び各団体選出による実行委員41名
　３　実施内容
　（１）「障害者週間」記念事業の啓発
　　日 時：2019年10月～事業当日まで
　　場 所：おぴった利用者を中心とし関係施設などの配布
　　内 容：実行委員が手分けして各所を訪問などして啓発を行なった。
　（２）「障害者週間」記念事業（参加人数約280名）
　　日 時：2019年12月1日（日）午前10：30～午後4：00
　　場 所：旭川市障害者福祉センターおぴった２Ｆ体育館
　　　　　（旭川市宮前1条3丁目3番7号）
　　内 容　
　　式次第
　　　　・オープニング
　　　　　旭川大学・旭川大学短期大学部手話サークル「ド・レペ」による手話合唱のオープニング
　　　　・開会宣言
　　　　・主催者挨拶　　　　旭川市長　西川　将人
　　　　・事業実行者挨拶　NPO法人旭川障害者連絡協議会　理事長　松山　伸
　　　　・来賓挨拶　    　　 旭川市議会議長　安田　佳正、（社福）旭川社会福祉協議会会長　大沼　克己
　　　　・お昼休み　　　 　　事業所の紹介
　　　　・記念講演　映画上映　～カーラの結婚宣言～　（障害者同志の結婚）
　　　　・アフリカンダンス　　 　　　　　　　ジンベクラブ旭川
　　　　・パーカッションアンサンブル　　Forest（フォレスト）
　　　　・閉会宣言　障害者週間副実行委員長　麻生道弘
　　　　・当日の事業所製品の販売　※（３）に記載
　（３）授産製品の展示即売会
　　　　日 時：2019年12月1日（日）午前10：30～午後4：00
　　　　場 所：旭川市障害者福祉センターおぴった　２Ｆ　体育館
 　　　　　     市内8事業所が参加、出店販売を行った。
　（４）市内各事業所との共催で事業所等展示即売会
　　日 時：2019年11月19日（火）～11月29日（金）
　　　　　　 展示即売会時間午前10：00～午後5：00
　　場 所：旭川市障害者福祉センターおぴった　1Ｆ　受付前
　　　　　　市内7事業所が参加、出店販売を行った。
　（５）記念パネル展示
　　日 時：2019年11月29日（金）～12月9日（月）
　　場 所：旭川市障害者福祉センターおぴった・旭川市本庁舎　
　４　主催：旭川市
 　　　　　　事業実行者
　　　　　　 「障害者週間」記念事業実行委員会



会　　　　場　　　　写　　　　真

旭川市「障害者週間」記念事業

旭川大学・旭川大学短期大学部

手話合唱
手話サークル「ド・レペ」による

あさっぴーとゆきっりん

本庁舎パネル展



　報　 告
　２０１９年度障害者週間記念事業ポスター掲示お願い

№ №
1 41 愛宕公民館
2 42 東光公民館
3 鷹の爪 43 旭川市科学館サイパル
4 回転すし　とっぴー 44 旭川市博物館
5 一条調剤薬局 45 大雪クリスタルホール
6 パワーコメリー 46 旭川市民文化会館
7 いちもく 47 中央図書館
8 北都保健福祉専門学校 48
9 北海道立旭川高等看護学院 49 永山図書館

10 北海道医学技術専門学校 50 東光図書館
11 ホーマックスーパーデボ宮前店 51 神楽図書館
12 めがねのナカムラ北彩都店 52 まちなか交流館
13 ウエスタン北彩都 53 旭山動物園
14 ツルハドラッグ南６条店 54 旭川市総合体育館
15 市役所本庁舎（1～8Ｆ掲示板） 55 旭川大雪アリーナ
16 市役所第二庁舎（1～6Ｆ掲示板） 56 大成市民センター
17 市役所第三庁舎（1～3Ｆ掲示板） 57 ときわ市民ホール
18 神居支所 58 サンアザレア
19 江丹別支所 59 勤労者福祉会館
20 永山支所 60 勤労者体育センター
21 東旭川支所 61 いきいきセンター永山
22 東鷹栖支所 62 いきいきセンター新旭川
23 神楽支所 63 いきいきセンター神楽
24 西神楽支所 64 地域包括支援センター（11ヶ所）
25 東部まちづくりセンター 65 東豊公園体育館
26 フィール旭川（国際交流課担当スペース） 66 忠和公園体育館
27 フィール旭川（社会教育課担当スペース） 67 旭川市市民活動交流センターCoCoDe
28 フィール旭川（消費生活センター担当スペース） 68 旭川医科大学病院
29 中央公民館 69 旭川リハビリテーション病院
30 永山公民館 70 その他
31 東旭川公民館
32 神楽公民館
33 末広公民館
34 江丹別公民館
35 東鷹栖公民館
36 神居公民館
37 北星公民館
38 新旭川公民館
39 西神楽公民館
40 春光台公民館

ザ・ビッグ宮前店
ツルハドラッグ宮前店

末広図書館

施　　　　　　設施　　　　　　設



　■広報部
　委員会：　７月２４日、８月７日、９月１１日
　委　 員：（部長）大山嘉孝、巻下理奈、坂本千枝子、大塚明子、川村和恵、高橋憲次
　場　 所：おぴった３階　相談室２
　○障連協にゅーす
　　　４６号（８月発行）
　○ホームページにより下記の内容が随時更新
　　アドレス　http://shourenkyo.org/
　　①活動紹介＝解説以来の行事の紹介
　　②障害者スポーツ大会関連情報＝全国・全道レベルの障害者スポーツ大会の情報提供
　　③ボランティア募集＝各事業に合わせて随時募集情報を提供する
　　④障連協にゅーす＝ＰＤＦファイルで１号から４６号まで閲覧可能
　　⑤障害者スポーツバンク＝市内の９団体の活動内容が閲覧可能
　　⑥新着情報＝各行事等の情報発信

　■総務部
　委員会：　１月２３日
　委　 員：渡邉史朗（部長）、北野和彦、荒川繁雄、青木利子、髙津　修
　　　　　　松山理事長（三役）、大山事務局長（事務局）
　▽主な議題
　　・新年交礼会の検討

３．要望事項

（１）情報・コミュニケーション法（仮称）制定を目指し要望

（２）旭川市自立支援協議会の充実・強化

（３）成年後見制度の支援

（４）障害者雇用・生活支援センターの支援

（５）公共施設等の清掃や公園管理への参入

（６）旭川障害者計画のバリアフリー公営住宅の拡充。単身者も含む。

（７）地場産品販売施設計画への加入

（８）旭川市に高等養護学校設立への活動支援

各項目とも共同行動や意見交換会を通じて要望支援等を継続に行っている。

４．施設管理とサービス向上

（１）利用向上委員会及び利用者懇談会を定期的に実施

（２）「みんなの声」投書の中で実現可能な要望は、直ちに実行する

（３）早期点検、計画的にメンテナンス等により保守点検コスト削減を行うと共に、施設内

　　 機器を良好な状況に保ち、職員のコスト削減意識を持たせる
（４）役職員の職場研修の実施

（２）については、毎月投書箱を確認し利用者の声を出来る限り反映できるよう意見を

  　 検討している。

（３）早期点検、計画的にメンテナンス等については随時行い、それに伴うコストについても十分に

　　 意識を持ち行っている。

（４）については研修計画が出来ていなかった。

５．防犯、防災

（１）防犯対応

①夜間・休日、ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄｻｰﾋﾞｽにより機械警備を継続実施。

（１）については、利用向上委員会及び利用者懇談会は実施できませんでした。



②日中、職員による定時点検確認作業

　　　　　　　防犯対応については、計画通り①・②ともに良好に行われている。

（２）防災対策

①当該センター消防計画書及び防火対象物点検を行う。

②事故の無いよう事前の消防訓練等実施（年２回以上）

③ＡＥＤ使用の自主訓練（随時）

　 防災対策については、計画通り①・②ともに良好に行われている。

　※③のＡＥＤ使用の自主訓練については行われていない。

６．協働行動

　　　　　　旭川市障害者自立支援審査会　（会場：旭川市第二庁舎）

 （ ４ ）　 「旭川市福祉有償運送運営協議会」

 （ ５ ）   「旭川市特別支援教育推進委員会委員」

 （ ６ ）   「旭川市防災会議委嘱委員」

 （ ８ ）　 「旭川市生活交通確保対策協議会」

 （ ３ ）   「旭川市社会福祉協議会評議員」

 （ ７ ）   「旭川市共同募金委員会評議員」

 （ ９ ）　 「旭川成年後見支援センター運営委員会」

 （ １ ）   「旭川市社会福祉審議会委員」

 （ ２ ）   「旭川市障害者自立支援審査会委員」



　　２０１９年度　館内イベント

2019年8月6日(火) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 自立支援協議会　就労部
2019年8月8日(木) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ

障 障がい者就業中・就業生活支援センター連絡会議

2019年8月3日(土) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 こころのピアサポートフォーラムin旭川研修

2019年7月31日(水)
2017年8月2日(水)

障害福祉課 障 社会福祉審議会

障害福祉課 障 相談支援体制に関する会議
北海道労働局（社会福祉法人旭川旭親会）

旭川市障害者総合相談支援センター「あそーと」

2019年5月8日(水)

障

旭川市障害者スポーツ教室 障 水泳教室
2019年4月24日(水) 障

旭川市障害者スポーツ教室

2019年5月15日(水)

重度障害者巡回相談

障 水泳教室

2019年5月15日(水)

旭川市自立支援協議会

2019年5月16日(木)

2019年5月14日(火) 障害福祉課（旭川中途難失聴者協会）

日程

水泳教室

2019年5月29日(水) 水泳教室

障

旭教研合同学習教室 旭川合同学習教室、ギネスに挑戦

2019年4月13日(土)

団体名 使用目的

2019年5月12日(日)

作品展示カムイ大雪バリアフリーツアーセンター

区分

旭川市障害者スポーツ教室 障

障害福祉課

旭川市障害者スポーツ教室

2019年5月22日(水)

きょうさん北海道2019年5月11日(土) 障

障

障

障害者スポーツ事業の周知写真展

リハビリ

障 手話通訳者養成講座Ⅱ

障 自立支援協議会

リハビリ

全道大会

障 市民要約筆記者養成講座

2019年5月10日(金) きょうさん北海道 障 全道大会準備

2019年4月9日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障
2019年4月4日(木) 障害福祉課（旭川ろうあ協会）

相談支援体制に関する会議2019年5月8日(水)

2019年5月15日(水) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 中級手話講座

リハビリ

障害福祉課 障

2019年4月15日(月) 障害福祉課

きょうさん北海道 障 全道大会

2019年5月21日(火) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 初級市民手話を学ぶ会

2019年5月14日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障

2019年5月28日(火) 障害福祉課 障 障害者サービス事業者対象の行政説明会

2019年5月22日(水) 障害福祉課 旭川市盲ろう者通訳・介助員研修会障

2019年5月30日(木) 障害福祉課 障 障害者福祉センター使用料に関する説明会

2019年6月6日(木) 池野麻里 一般 アイリッシュハーブ演奏会
2019年6月11日(火)
2019年6月13日(木) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 手話通訳者養成講座Ⅰ

旭川市障害者スポーツフェスタ

2019年6月14日(金) 障害福祉課 障 福祉タクシー（ガソリン）券の交付
2019年6月14日(金) 健康推進課 一般 結核検診　検診車駐車
2019年6月15日(土) 旭川障害者スポーツ協会 障 第12回全道障害者卓球交流大会準備

2019年6月16日(日) 旭川障害者スポーツ協会 障 第12回全道障害者卓球交流大会
2019年6月18日(火) 旭川市水上安全赤十字奉仕団 障 着衣泳
2019年6月18日(火) 障害福祉課 障 自立支援協議会
2019年6月19日(水) 旭教研合同学習教室 障 旭川合同学習教室、ギネスに挑戦
2019年6月21日(金) 旭教研合同学習教室 障 旭川合同学習教室、ギネスに挑戦
2019年6月22日(土) 全国障害者問題研究会旭川サークル事務局 障 第54回全道大会in北海道2020旭川プレ企画第2回講演会

2019年6月29日(土) 障害福祉課（旭川障害者連絡協議会） 障 旭川市障害者スポーツフェスタ準備
2019年6月29日(土) 旭川障害者連絡協議会 障
2019年6月30日(日) 障害福祉課 障
2019年7月2日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障
2019年7月4日(木) 旭川聾学校幼稚園部 障 水深60ｃｍ、写真を撮る
2019年7月7日(日) 北海道網膜色素変性症協会 障 アイフェスタ

2019年7月10日(水) 障害福祉課 障 自立支援協議会
2019年7月11日(木) 旭川聾学校幼稚園部 障 水深60ｃｍ、写真を撮る
2019年7月12日(金) 東陽中学校　特別支援学級 障 プール学習110cm　写真撮影
2019年7月18日(木) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 旭川市聴覚障害者協力員研修会
2019年7月19日(金) 東陽中学校　特別支援学級 障 プール学習110cm　写真撮影
2019年7月21日(日) 障害福祉課 障 自立支援協議会
2019年7月22日(月) 障害福祉課 障 心身障害者巡回相談
2019年7月23日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年7月23日(火) 障害福祉課障害福祉係 障 聴覚障害者向け補聴器調整
2019年7月24日(水) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川自立支援協議会
2019年7月27日(土) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川自立支援協議会



2019年11月21日(木) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 自立支援協議会　
2019年11月22日(金) 障害福祉課 障 旭川市自立支援協議会研修会

2019年11月19日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年11月19日(火) 障害福祉課（旭川障害者連絡協議会） 障 エントランスホール事業作品展示販売

2019年11月10日(日) Asahikawa Rivers 障 第5回たいせつカップ
2019年11月16日(土) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 旭川市聴覚障害者協力員研修会

2019年11月8日(金) 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター 障 旭川療育セミナー地域支援セミナー
2019年11月9日(土) Asahikawa Rivers 障 第5回たいせつカップ

2019年11月5日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年11月7日(木) 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター 障 旭川療育セミナー地域支援セミナー

2019年11月1日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 研修会
2019年11月1日(金) 庁舎建設課 障 新庁舎におけるUDに関する意見交換会

2019年10月25日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川市自立支援協議会　
2019年10月27日(日) 障害福祉課（旭川障害者連絡協議会） 障 旭川市障害者スポーツ記録大会

2019年10月24日(木) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 触法障がい者支援研修会
2019年10月25日(金) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 旭川市聴覚障害者協力員研修会

2019年10月23日(水) 旭川市障害者スポーツ教室 障 水泳教室
2019年10月23日(水) 障害福祉課 障 自立支援協議会　

2019年10月19日(土) バリアフリーおもちゃ博in実行委員会 障 バリアフリーおもちゃ博
2019年10月20日(日) バリアフリーおもちゃ博in実行委員会 障 バリアフリーおもちゃ博

2019年10月15日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年10月16日(水) 旭川市障害者スポーツ教室 障 水泳教室

2019年10月12日(土) ピアミーティング運営委員会 障 旭川ピア（仲間）・ミーティング

2019年10月4日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 自立支援協議会
2019年10月9日(水) 旭川市障害者スポーツ教室 障 水泳教室

2019年10月2日(水) 旭川市障害者スポーツ教室 障 水泳教室
2019年10月4日(金) 北海道成年後見支援センター道北支部 障 会員更新研修

2019年9月27日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川市自立支援協議会　
2019年9月27日(金) 小平高等養護学校 障 1階清掃作業見学

2019年9月20日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川市自立支援協議会　
2019年9月24日(火) 道特連中上川地区交流学習 障 特別支援学級全体交流会

2019年9月18日(水) 障害福祉課 障 自立支援協議会　
2019年9月19日(木) 障害福祉課 障 自立支援協議会地域福祉部会

2019年9月15日(日) 旭川地方腎友会 障 きた
2019年9月17日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ

2019年9月12日(木) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年9月13日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川市自立支援協議会　

2019年9月7日(土) 旭川市愛育センター 障 運動会
2019年9月10日(火) 旭川市教育委員会　学務課 障 特別支援教育コーディネーター研修会

2019年9月6日(金) 旭川市愛育センター 障 運動会練習
2019年9月6日(金) 旭川ろうあ協会 障 全道ろうあ者大会　調理室

2019年9月2日(月) 障害福祉課 障 心身障害者巡回相談
2019年9月5日(木) 旭川市愛育センター 障 運動会準備

2019年8月30日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 自立支援協議会　
2019年8月31日(土) カムイ大雪バリアフリーツアーセンター 障 ＵＤ墨絵展示

2019年8月30日(金) 旭川市愛育センター 障 運動会練習
2019年8月30日(金) 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 障 相談支援従事者研修（基礎研修）

2019年8月28日(水) 北海道地域ケアマネジメントネットワーク 障 相談支援従事者研修（基礎研修）
2019年8月29日(木) 上川管内言語障害教育研修会 障 上川管内言語障害教育研究会　講習会

2019年8月24日(土) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 児童思春期に関わる支援者との連携強化に関する研修会

2019年8月25日(日) 旭川市障害者スポーツ教室 障 軽レクリエーション教室

2019年8月22日(木) 旭川聾学校幼稚園部 障 水深60ｃｍ、写真を撮る
2019年8月23日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 自立支援協議会　部会の打合せ

2019年8月20日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年8月21日(水) 旭川市愛育センター 障 運動会練習

2019年8月16日(金) 旭川市教育委員会　学務課 障 特別支援教育補助指導員研修
2019年8月20日(火) 健康推進課（障害者等） 障 上川中部圏域精神支援関係者研修会

2019年8月9日(金) 旭川市愛育センター 障 運動会練習
2019年8月14日(水) 障害福祉課 障 自立支援協議会



　　２０１９年度　館内作品展示

2020年2月25日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2020年2月29日(土) 新型コロナウイルス感染防止3月25日迄、休館 障

2020年2月17日(月) 障害福祉課 障 心身障害者巡回相談
2020年2月22日(土) 旭川自閉症児者親の会 障 世界自閉症啓発デー記念講演会

2020年2月14日(金) 旭川市教育委員会　学務課 障 特別支援学級補助教員面談
2020年2月16日(日) スポーツ交流で誰にもやさしい旭川 障 旭川レク・ボッチャ大会選手権大会

2020年2月13日(木) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 旭川市自立支援協議会地域福祉部会研修

2020年2月13日(木) 旭川市教育委員会　学務課 障 特別支援学級補助教員面談

2020年1月29日(水) 健康推進課こころの健康係 障 ひきこもり家族学習会の開催
2020年2月9日(日) 旭川市障害者スポーツ教室 障 レクリエーションボッチャ教室

2020年1月23日(木) 池野麻里 一般 アイリッシュハーブ演奏会
2020年1月24日(金) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 障がい者の地域移民促進に関する研修会

2020年1月17日(金) 障害福祉課 障 旭川市自立支援協議会
2020年1月18日(土) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 旭川市聴覚障害者協力員研修会

2020年1月11日(土) 全国障害者問題研究会旭川サークル事務局 障 教育大釧路校准教授戸田竜也　講演会

2020年1月15日(水) 障害福祉課 障 自立支援協議会

2020年1月7日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2020年1月9日(木) 旭川市教育研究会　特別支援教育部 障 特別支援の研修会

2019年12月17日(火) 指導監査課 障 障害児通所支援事業者　集団指導

2020年1月7日(火) 旭川市教育委員会　学校保健課 障 養護教員（保健教諭）の会議

2019年12月12日(木) 旭川市障害者総合相談支援センター 障 自立支援協議会
2019年12月17日(火) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ

2019年12月5日(木) 市立旭川病院（Gクラブ） 障 リハビリ
2019年12月7日(土) 障害福祉課（旭川ろうあ協会） 障 手話通訳者全国統一試験

2019年12月3日(火) 障害福祉課 障 心身障害者巡回相談
2019年12月3日(火) 旭川障害者連絡協議会 障 障害者週間啓発、パネル展示

2019年11月29日(金) 障害福祉課 障 自立支援協議会　
2019年12月1日(日) 障害福祉課（旭川障害者連絡協議会） 障 旭川市「障害者週間」記念事業

5月16日～5月30日 系絵の作品

展示目的

ちぎり絵展示

代表者　野呂田　拓真 作品を多くの人に見て頂きたい

ポピー会

展示内容

10月18日～10月25日

展示期間 団体名

ちぎり絵

6月29日～6月30日 旭川障害者連絡協議会 写真集 障害者スポーツの周知

11月29日～12月3日 かみかわ相談支援センターねっと
地域づくり委
員会周知の為 地域づくり委員会周知ポスター

■利用向上委員会報告
　　▽会議出来ませんでした。

12月3日～12月10日 旭川障害者連絡協議会 パネル展示
旭川市「障害者週間」記念事業の啓
発



２０１９年度定期メンテナンス・修理等
日付 名称 場所 メンテ内容 業者名

2019年04月03日（水) エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2019年04月09日（火) 受変電設備 各所
定期点検。非常用予備ディーゼル発電設備の起動用バッテリーは更新推奨時期を過ぎていま

す。バッテリーが劣化し起動できない恐れがありますので取替をお奨め。
北海道電気保安協会

2019年04月12日（金) プール水 1階水浴訓練室 水質検査 ㈱保健科学東日本

空気環境 1階水浴訓練室 定期点検 環境衛生工業㈱
2019年04月19日（金) 空気環境 各所 施設内空気環境の管理 環境衛生工業㈱
2019年04月22日（月) 警備機器全般 各所 警備機器定期点検 ALSOK

2019年04月23日（火) 空調機全体 各所
空調加湿器点検、加湿装置（ACU-2～ACU-9）排水受（ホッパー）の腐食が著しいので取替推

奨。
大洋設備㈱

2019年04月24日（水) 自動ドア（3階多用途トイレ） 3階多用途トイレ 定期点検 フルテック(株)
自動ドア（正面玄関） 1階正面玄関 定期点検 フルテック(株)
自動ドア（１階多用途トイレ） 1階多用途トイレ 定期点検 フルテック(株)
自動ドア（2階多用途トイレ） 2階多用途トイレ 定期点検 フルテック(株)

2019年05月07日（火) プール水 1階水浴訓練室 水質検査 ㈱保健科学東日本

2019年05月13日（月) 消防設備全般 各所 消防設備定期点検 旭川ハツタ商事㈱

2019年05月14日（火) 空調機全体 各所
空調加湿装置点検、加湿装置（ACU-2からACU-9）排水受（ホッパー）の腐食が著しいので取

替推奨
大洋設備㈱

2019年05月20日（月) 受水槽 1階機械室 受水槽清掃 大洋設備㈱
上水給水加圧ポンプユニット 1階機械室 定期点検 大洋設備㈱
給湯循環1次ポンプ 4階機械室 定期点検 大洋設備㈱
給湯循環二次ポンプ 4階機械室 定期点検 大洋設備㈱
PD-1排水ポンプ 1階機械室 逆排水槽、オーバーフロー槽、点検 大洋設備㈱
PD-2排水ポンプ 1階機械室 ジャグジー、採暖室前点検 大洋設備㈱

2019年05月24日（金) エアーフレッシュナー 各トイレ 定期点検 日本カルミック㈱
サニタイザーＭＫ７ 各トイレ 定期点検 日本カルミック㈱

2019年05月27日（月) 貯湯槽 No.1 4階熱源機械室 清掃 大洋設備㈱

貯湯槽 No.2 4階熱源機械室 清掃 大洋設備㈱

受水槽 1階ろ過機機械室 清掃 大洋設備㈱

2019年06月03日（月) 中央監視装置 SAVIC 1階管理事務室 冷房切替（～6/4） ㈱オーテック

冷暖房系全体 各所 冷房切替（～6/4） 大洋設備㈱
2019年06月04日（火) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2019年06月06日（木) 空気環境 1階水浴訓練室 空気環境測定 環境衛生工業㈱

プール水 1階水浴訓練室 水質検査 ㈱保健科学東日本
2019年06月11日（火) 空調機全体 各所 定期点検 大洋設備㈱
2019年06月13日（木) 衛生設備全体 各所 ねずみ・昆虫駆除 環境衛生工業㈱

2019年06月18日（火) 自動交付機 1階自動交付機 自動交付機点検 NEC

自動ドア全般 各所 定期点検 フルテック(株)
2019年06月19日（水) 水浴訓練室全体 各所 プールメンテナンス（～6/26） 環境衛生工業㈱

ろ過系統 各所 年次メンテナンス 環境衛生工業㈱
2019年06月20日（木) 冷却塔(CT-1) 屋上 定期点検 大洋設備㈱

冷却塔(CT-2) 屋上 定期点検 大洋設備㈱
2019年06月21日（金) 空気環境 各所 空気測定 環境衛生工業㈱
2019年06月24日（月) 空調機全体 各所 空調設備点検、Vベルト交換 大洋設備㈱
2019年06月25日（火) 受変電設備 各所 年次点検（無停電） 北海道電気保安協会

2019年06月27日（木) ジャグジー（ACRY SPA) 1階水浴訓練室 ジャグジー配管殺菌洗浄 環境衛生工業㈱

2019年07月02日（火) プール水 1階水浴訓練室 水質検査 環境衛生工業㈱

2019年07月03日（水) 冷却塔(CT-1) 屋上 定期点検 荏原テクノサーブ㈱
冷却塔(CT-2) 屋上 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

2019年07月04日（木) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2019年07月05日（金) ガス全般 各所 緊急遮断装置点検 旭川ガス

2019年07月09日（火) 空調機全体 各所 空調設備等の定期点検。加湿装置（ACU-2～ACU-9）排水受の腐食が著しいので取替を推奨 大洋設備㈱

ガス全般 1階機械室 ガスメーター交換 旭川ガス

2019年07月16日（火) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

冷温水発生器No.1（RB-1) 4階熱源機械室 定期点検 荏原テクノサーブ㈱
2019年07月22日（月) 警備機器全般 各所 警備機器定期点検 ALSOK
2019年08月01日（木) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
2019年08月02日（金) エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
2019年08月06日（火) 冷却塔(CT-2) 屋上 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

プール水 1階水浴訓練室 定期点検 環境衛生工業㈱
冷却塔(CT-1) 屋上 定期点検 荏原テクノサーブ㈱
プール水 1階水浴訓練室 定期点検 環境衛生工業㈱

2019年08月16日（金) 受変電設備 各所 定期点検 北海道電気保安協会
2019年08月20日（火) 冷却塔(CT-1) 屋上 定期点検 大洋設備㈱

冷却塔(CT-2) 屋上 定期点検 大洋設備㈱
2019年08月22日（木) 自動ドア（正面玄関） 1階正面玄関 定期点検 フルテック(株)
2019年08月23日（金) 空気環境 各所 定期点検 環境衛生工業㈱
2019年08月27日（火) 空調機全体 各所 定期点検 大洋設備㈱



2019年09月03日（火) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2019年09月06日（金) 冷温水発生器No.1（RB-1) 4階熱源機械室 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

2019年09月11日（水) 冷却塔(CT-2) 屋上 定期点検 荏原テクノサーブ㈱
冷却塔(CT-1) 屋上 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

2019年09月24日（火) 冷暖房系全体 各所 暖房切替 大洋設備㈱
冷暖房系全体 各所 暖房切替 ㈱オーテック

2019年10月04日（金) 空気環境 1階水浴訓練室 空気環境測定 環境衛生工業㈱

2019年10月08日（火) エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
受変電設備 各所 定期点検 北海道電気保安協会

2019年10月09日（水) 空調機全体 各所 空調加湿器定期点検 大洋設備㈱

2019年10月21日（月) 警備機器全般 各所 警備機器定期点検 ALSOK
2019年10月25日（金) 空気環境 各所 空気環境測定 環境衛生工業㈱
2019年10月28日（月) 消防設備全般 各所 消防設備点検 旭川ハツタ商事㈱

グリストラップ 各所 排管、グリストラップ洗浄 環境衛生工業㈱

2019年11月01日（金) プール水 1階水浴訓練室 水質検査 環境衛生工業㈱

2019年11月05日（火) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2019年11月18日（月) 冷暖房系全体 各所 ばい煙測定 大洋設備㈱

2019年11月19日（火) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 定期点検 荏原テクノサーブ㈱

冷温水発生器No.1（RB-1) 4階熱源機械室 定期点検 荏原テクノサーブ㈱
2019年11月22日（金) サニタイザーＭＫ７ 各トイレ 定期点検 日本カルミック㈱

エアーフレッシュナー 各トイレ 定期点検 日本カルミック㈱

2019年12月02日（月) ろ過系統 1階ろ過機械室 定期点検 環境衛生工業㈱

2019年12月03日（火) エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検。照明をLEDに交換。 東芝エレベータ㈱
エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検。照明をLEDに交換。 東芝エレベータ㈱

2019年12月09日（月) 空調機全体 各所 定期点検 大洋設備㈱
衛生設備全体 各所 ネズミ・昆虫調査 環境衛生工業㈱

2019年12月10日（火) 空気環境 各所 空気環境測定 環境衛生工業㈱
プール水 1階水浴訓練室 水質検査 ㈱保健科学東日本

2019年12月24日（火) 空調機全体 各所 定期点検 大洋設備㈱

2019年12月27日（金) 空気環境 各所 空気測定 環境衛生工業㈱

2020年01月07日（火) エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
プール水 1階水浴訓練室 水質検査 ㈱保健科学東日本
エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2020年01月20日（月) 警備機器全般 各所 定期点検 ALSOK
2020年01月21日（火) 空調機全体 各所 空調加湿器点検 大洋設備㈱

2020年02月04日（火) 空調機全体 各所 定期点検 大洋設備㈱

2020年02月06日（木) プール水 1階水浴訓練室 水質検査 ㈱保健科学東日本

空気環境 1階水浴訓練室 空気環境測定 環境衛生工業㈱

2020年02月12日（水) 空気環境 各所 空気測定 環境衛生工業㈱

2020年02月13日（木) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱
エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2020年02月17日（月) 真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 定期点検、バーナー調整器不備 大洋設備㈱

真空式温水器No.2（BH-2) 4階熱源機械室 定期点検、バックアップ電池切れ 大洋設備㈱
2020年02月20日（木) 受変電設備 各所 定期点検 北海道電気保安協会

2020年03月09日（月) ろ過系統 1階ろ過機械室 定期点検 環境衛生工業㈱

2020年03月17日（火) 空調機全体 各所 空調設備点検 大洋設備㈱
2020年03月18日（水) エレベータ2号機（寝台用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

エレベータ1号機（乗用） EV 定期点検 東芝エレベータ㈱

2020年03月26日（木) エアーフレッシュナー 各トイレ 定期点検 日本カルミック㈱
サニタイザーＭＫ７ 各トイレ 定期点検 日本カルミック㈱



２０１９年度緊急・臨時メンテナンス・修理等
日付 名称 場所 メンテ内容 業者名

2019年04月11日（木) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 警報が鳴ったため、点検。様子を見る 荏原テクノサーブ㈱

2019年04月16日（火) 空調機全体 各所 空調加湿器点検。加湿器排水受けホッパーが腐食している。 環境衛生工業㈱

2019年04月22日（月) 配管（水浴訓練室） 1階水浴訓練室等 配管洗浄 環境衛生工業㈱

不凍液注入ポンプ 1階、4階機械室 不凍液漏れ点検 大洋設備㈱

2019年04月23日（火) 照明器具 1階水浴訓練室 プール採暖槽手前の照明修理 西山坂田電気㈱

2019年06月03日（月) シンク 2階清掃用シンク 清掃用シンク水道工事 大洋設備㈱

2019年06月14日（金) ドア全般 1階水浴訓練室採暖室 採暖室ドア修理 荒井建設㈱

2019年06月19日（水) 照明器具 1階水浴訓練室 プール照明点検修理 西山坂田電気㈱

電気湯沸器（和室研修室） 2階和室研修室 湯沸器排水管よりオーバーフローのため修理。 テクノ技研㈱

2019年06月25日（火) ドア全般 1階水浴訓練室 物入れドア修理 荒井建設㈱

2019年06月26日（水) プールマット 1階水浴訓練室シャワー室プールシャワー室床マット調整 ㈱ヤブキ

2019年06月27日（木) 冷温水発生器No.1（RB-1) 4階熱源機械室 エラーが出たため修理 荏原テクノサーブ㈱

2019年07月05日（金) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 異常停止のため点検 荏原テクノサーブ㈱

2019年07月10日（水) ドア全般 1階プール家族更衣室２ドア修理 荒井建設㈱

2019年07月12日（金) 照明器具 1階エントランスホール 1階照明ボックス電灯修理 西山坂田電気㈱

2019年07月18日（木) 冷温水発生器No.1（RB-1) 4階熱源機械室 警報発生（No.53）のため修理 荏原テクノサーブ㈱

2019年07月19日（金) 誘導灯 4階機械室 不良のため交換 旭川ハツタ商事㈱

2019年07月22日（月) 排煙窓全体 3階周回廊 3階排煙窓修理 メタルシステム㈱

2019年07月25日（木) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 火炎検出器交換修理 荏原テクノサーブ㈱

2019年07月27日（土) ファンコイルユニット（FCU） 2階会議室３ ファンコンスイッチ修理 ㈱オーテック

2019年08月01日（木) ケーブルカラムエクスプルーシブ 1階機能回復訓練室 ケーブル交換、修理 ㈱ムトウ

2019年08月02日（金) 真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 警報発生のため修理 ㈱東和

プールトイレドア 1階プール女子トイレ ドア修理 荒井建設㈱

真空式温水器No.2（BH-2) 4階熱源機械室 警報発生のため修理 ㈱東和

2019年08月10日（土) 警備機器全般 各所 1階エントランスホール警備機器異常のため点検 ALSOK

2019年08月30日（金) 冷暖房系全体 1階機械室 シャワー室温度警報のため修理 ㈱オーテック

2019年09月06日（金) 自動交付機 1階自動交付機 異音のため点検・修理 NEC

2019年09月11日（水) ドア全般 1階プール家族更衣室２・３家族更衣室２と３のドア修理 荒井建設㈱

2019年09月12日（木) 自動交付機 1階自動交付機 修理 NEC

2019年09月18日（水) XEROXプリンタ 1階管理事務室 プリンター不良のため、点検修理 北海道ゼロックス㈱

2019年09月24日（火) 水呑器 1階水飲み場 1階ウォータークーラー、エアー抜き修理 テクノ技研㈱

2019年10月01日（火) 排水管系統 3階男子トイレ 3階男子トイレ洗面台の配管修理 大洋設備㈱

2019年10月09日（水) 自動交付機 1階自動交付機 撤去（10月16日配線等撤去） NEC

2019年10月23日（水) レジスター 1階受付 料金改定のためレジスター購入 東和レジスター販売㈱

2019年10月28日（月) ドア全般 1階プール更衣室 男女更衣室と家族更衣室のドアの修理。 荒井建設㈱

2019年11月08日（金) 自動ドア（正面玄関） １階正面玄関 自動ドア開閉不良のため点検、修理 フルテック(株)

2019年11月13日（水) ドア全般 2階3階テラス 2階と3階のテラスのドア開閉不良のため修理 荒井建設㈱

2019年11月20日（水) 自動ドア（正面玄関） 1階正面玄関 開閉不良のため外部センサー交換修理 フルテック(株)

2019年11月22日（金) ドア全般 2階、3階テラス テラス出入口木製ドア修理 荒井建設㈱

2019年11月28日（木) プール用シャワー 1階水浴訓練室 温度センサー修理交換。 ㈱オーテック

真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 点検修理 ㈱東和

2019年11月29日（金) 安定器 2階体育館 照明安定器修理 西山坂田電気㈱

真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 異常停止のため点検 ㈱東和

2019年12月03日（火) 真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 原因不明のエラーのためNo.2と一部部品交換し、様子を見る ㈱東和

シンク 3階調理室 シンク（右側）の排水管から水漏れのため点検。後日修理。 大洋設備㈱

2019年12月04日（水) 警備機器全般 1階正面玄関 歩道側盲動音不良のため点検 大東電気工事㈱

2019年12月05日（木) 自動ドア（正面玄関） 1階正面玄関 不良のため修理、点検 フルテック(株)

真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 原因不明のエラーのため再点検 ㈱東和

2019年12月09日（月) 自動ドア（正面玄関） 1階正面玄関 自動ドア不良のため修理 フルテック(株)

2019年12月12日（木) 真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 警報のため点検 ㈱東和

2019年12月17日（火) ドア全般 1階プール男子更衣室 プール側ドア修理 荒井建設㈱

2019年12月19日（木) シンク 3階調理室 水漏れのため、配管修理 大洋設備㈱

2019年12月20日（金) 消防設備全般 各所 1階プールシャワー室、非常放送設備、スピーカー交換。3階周回廊防火ドア調整等 旭川ハツタ商事㈱

2019年12月23日（月) 排煙窓全体 各所 排煙窓不良個所修理 メタルシステム㈱

非常通常放送装置 各所 非常放送設備テスト 旭川ハツタ商事㈱

2019年12月24日（火) 安定器 3階女子トイレ 蛍光管の安定器点検。後日交換 西山坂田電気㈱

小便器 1階女子トイレ 子供用の小便器の水が出ないため点検。後日修理 大洋設備㈱

2019年12月26日（木) 安定器 3階女子トイレ 蛍光灯の安定器交換 西山坂田電気㈱



2020年01月07日（火) 発電機 4階電気室 蓄電池減液警報のため、蒸留水補充 北海道電気保安協会

採暖室 1階水浴訓練室 採暖室の床板修理するための下見 荒井建設㈱

プールタイル 1階水浴訓練室 タイル等目地点検。 荒井建設㈱

2020年01月08日（水) パソコン 1階情報コーナー 情報コーナーパソコン2台入れ替え（1/10設定） 北海道ゼロックス㈱

2020年01月14日（火) ACU-１（外調機）東洋エアハンドリングユニット 1階ろ過機械室 1階ろ過機械室の操作盤のACU-1の排気部分が異常点灯のため点検 大洋設備㈱

2020年01月16日（木) ACU-１（外調機）東洋エアハンドリングユニット 1階ろ過機械室 マグネットスイッチ交換修理（西山坂田電気） 大洋設備㈱

小便器 1階女子トイレ 子供用小便器修理 大洋設備㈱

プール用シャワー 1階水浴訓練室 男子シャワー室左側水漏れのため修理 大洋設備㈱

2020年01月20日（月) 大便器 1階水浴訓練室 プール女子トイレ2か所、男子トイレ1か所、便座交換 大洋設備㈱

2020年01月30日（木) プール用シャワー 1階水浴訓練室 女子シャワー室シャワー時間調整 大洋設備㈱

シャワーカーテン（プール） 1階水浴訓練室 プール男子更衣室カーテン設置 インプラス２１

2020年02月03日（月) 排煙窓全体 各所 排煙窓不良個所修理 メタルシステム㈱

2020年02月09日（日) ACU-１（外調機）東洋エアハンドリングユニット 2階空調機械室 空調点検 大洋設備㈱

ACU-7（空調機）東洋エアハンドリングユニット 4階空調機械室 空調点検 大洋設備㈱

2020年02月10日（月) ACU-１（外調機）東洋エアハンドリングユニット 2階空調機械室 空調点検 大洋設備㈱

オゾン発生装置 4階ろ過機械室 パネル交換 環境衛生工業㈱

真空式温水器No.1（BH-1) 4階熱源機械室 不良のため点検 大洋設備㈱

冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 不良のため修理 大洋設備㈱

2020年02月12日（水) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 不良のため、点検 荏原テクノサーブ㈱

2020年02月13日（木) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 不良のため、点検 荏原テクノサーブ㈱

2020年02月14日（金) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 不良のため、点検 荏原テクノサーブ㈱

2020年02月17日（月) オゾン発生装置 1階ろ過機械室 パネル交換 環境衛生工業㈱

2020年02月19日（水) 真空式温水器No.2（BH-2) 4階熱源機械室 異常停止のため、点検 ㈱東和

2020年02月20日（木) 冷温水発生器No.2（RB-２） 4階熱源機械室 点検 荏原テクノサーブ㈱

2020年03月03日（火) 真空式温水器No.2（BH-2) 4階熱源機械室 警報がなったため点検（A3-8） ㈱東和

2020年03月09日（月) 空調機全体 各所 空調機点検修理（ACU-4、5、7、9） 大洋設備㈱

2020年03月12日（木) オゾン発生装置 1階ろ過機械室 故障のため、修理 環境衛生工業㈱

空調機全体 各所 空調、ポンプ類点検 大洋設備㈱

2020年03月13日（金) 空調機全体 各所 ACU-5、9修理 大洋設備㈱

2020年03月18日（水) 自動塩素発生装置 1階ろ過機械室 故障のため修理 環境衛生工業㈱

2020年03月25日（水) オゾン発生装置 1階ろ過機械室 警報のため点検、コンプレッサー不良、後日修理 環境衛生工業㈱

2020年03月27日（金) シャワーカーテン（プール） 1階プール家族更衣室 アコーディオンカーテン取り付け インプラス２１

2020年03月30日（月) 空調機全体 各所 プール空調点検、ACU-1内部清掃 大洋設備㈱

パソコン 1階管理事務室 パソコン入れ替え（デスクトップのみ） 北海道ゼロックス㈱



様式第１６号 旭川市障害者福祉センター　おぴった

１．専用使用

障害者等

一般

合計

448 837 465 907 18.0 837 18.0 907 17.5 837 20.0 907 316 832 325 902 346 832 435 899 201 822 206 890

61 837 73 907 2.0 837 2.0 907 0.5 837 3.5 907 119 832 124 902 141 832 129 899 111 822 122 890

509 837 538 907 20.0 837 20.0 907 18.0 837 23.5 907 435 832 449 902 487 832 564 899 312 822 328 890

＊利用率＝専用回数/専用機会　＊専用回数＝午前・午後・夜間はそれぞれ１件と数える　＊専用機会＝開館日数×3（午前・午後・夜間）

＊会議室１全体の利用率＝会議室１＋会議室１A＋会議室１B

２．個人使用

障害者等

一般

合計

４．徴収金額

障害者等

一般

合計

５．減免金額

障害者等

一般

合計

令和元年度 利用状況報告書

2,170 67,470 21,010 10,630 4,820590,300 -60,640 11,390 6,840 0 0 20,280

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

4,8200 20,280 2,170 67,470 21,010 10,630

累計

590,300 -60,640 11,390 6,840 0

前年比 今年度 前年比 今年度 前年比今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度

会議室１ 会議室１A 会議室１Ｂ 会議室２ 会議室３ 和室研修室

301,180 -48,270 

88,920 -10,350 -6,800 116,500 -27,380 

303,000 -13,530 

607,580 -247,280 85,480 -2,700 26,140 -15,120 186,170 -31,180 419,500 -40,910 390,100 -58,620 

325,780 -143,960 18,320 1,580 5,760 -16,510 112,070 -24,380 累計

281,800 -103,320 67,160 -4,280 20,380 1,390 74,100

今年度 前年比 今年度 前年比今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比

和室研修室

今年度 前年比

-365 

会議室１ 会議室１A 会議室１Ｂ 会議室２ 会議室３

-1,110 1,026 -60 1,050

-9 825

5,916 -901 11,999 -1,415 195 -111 9,516

-984 534 -51 -675 154 225 -37 

-23 4,748 -126 492

-88 4,768

-328 

累計

4,099 -668 6,047 -740 41

1,817 -233 5,952

前年比 今年度 前年比 今年度今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度

水浴　現金 水浴　回数券 体育館 機能回復訓練室 教養娯楽室 情報コーナー

前年比

-0.4% 52.3% 2.5% 58.5% -4.2% 38.0%
合計

60.8% 1.5% 2.4% 0.2% 2.2%

2.6% 13.5% -0.2%0.0% 0.1% -0.3% 14.3% 0.6% 16.9%

1.1%

1.3%2.1% -0.1% 38.0% 1.9% 41.6% -6.8%53.5% 2.3% 2.2% 0.2%

一般
7.3% -0.8% 0.2%

24.5%

利
用
率

累計

障害者等

14,734 -5,352 925 190 678 -278 2,953 615

118

4,944 -5,707 3,594 -33 

3,835 -3,508 137 50 15 -100 

3,229 -1,101 2,039 -151 

1,556 801 1,715 -4,606 1,555

10,899 -1,844 788 140 663 -178 1,397 -186 

人
数

前年比 今年度 前年比

累計

会議室１B 会議室２ 会議室３ 和室研修室

今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度

会議室１ 会議室１A



日

1 822 1 888 112 822 78 888 218 822 291 888 2 822 0 888 1,230 4,421 1,334 4,753 521.0 822 549.5 888

1 822 2 888 25 822 55 888 87 822 68 888 6 822 6 888 574 4,421 573 4,753 209.0 822 257.0 888

2 822 3 888 137 822 133 888 305 822 359 888 8 822 6 888 1,804 4,421 1,907 4,753 730.0 822 806.5 888

３．総利用人数（１．専用使用＋２．個人使用）

0 30,630 -5,850 874,260 -136,950 300 97,840 -114,260 0 0 00 460 -1,180 44,960 9,840 3000

-5,150 1,820 -103,850 -98,700 0 0 0 0 1,8200 0 0 0 0 00 0 0

-33,100 0 0 0 28,810 -700 872,4409,840 300 300 97,840 -15,560 00 0 460 -1,180 44,960

前年比 今年度 前年比 今年度 前年比前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度今年度

水浴個人　回数券 体育館 合計陶芸室 調理室 映像スタジオ 音響スタジオ 水浴専用使用 水浴個人 現金

-1,376,010 2,780 0 2,594,480 -280,420 1,019,890 -160,500 2,330 -710 97,460 -93,190 205,230 -57,440 3,428,630 -293,680 613,210 -94,260 9,678,980

220 341,880 -71,300 6,996,0100 -226,110 53,400 -94,650 151,150 -16,590 2,780 0

2,682,970

1,898,550 -190,950 617,420

-435,420 402,470 -64,580 564,130 -67,570 271,330 -22,960 54,080 -40,850 0 0 695,930

-940,590 -95,920 2,864,500

-89,470 2,110 -710 44,060 1,460

今年度今年度 前年比 今年度 前年比今年度 前年比 今年度 前年比

合計陶芸室 調理室 映像スタジオ 音響スタジオ 水浴専用使用

今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 前年比今年度 前年比

-20,197 22,210

累計

水浴個人 現金 水浴個人　回数券 体育館

22,015 -1,701 

一般 62,726 -13,175 16,447

51,912 -7,075 合計 122,216-3,113 

5,763 193 障害者 59,490 -7,022 

-3,306 29,897 -5,374 

周回廊 合計 合計

前年比 今年度 前年比 今年度 前年比今年度

-2.0% 40.2% 0.1%

4,767.0 11,854.0 5,137.0 12,791.0

-3.3% 1.0% 0.3% 40.8% 0.7% 88.8%16.7% 1.7% 37.1%

0.9% 25.4% -3.5%0.1% -0.1% 3.0%

0.2% -0.1%

11.3% 0.2%

1,336.5 11,854.0 1,414.5 12,791.0

-3.2% 10.6% 2.9% 0.7% 0.1% 13.0%

63.4% 1.5% 28.9% -0.2%

3,430.5 11,854.0 3,722.5 12,791.0

26.5% -6.2% 0.2% 0.2% 27.8% -0.2%0.1% 0.0% 13.6% 4.8%

2054 -3 

1,000 -356 3,018 -536 2246 -3 

32,829 -7,801 205 7,829 -797 14,809 375

13,691 -1,429 24,537 -457 70,304 -13,122 224

5,862 -632 9,7282 0

315 -456 854 120

-832 37,475 -5,321 685 100 2,164 -656 19 19

前年比 今年度 前年比 今年度今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比 今年度 前年比前年比 今年度

累計日数 274

合計陶芸室 調理室 映像スタジオ 音響スタジオ 水浴訓練室 体育館



2019年度障連協活動日誌　　※場所に表記のないものはおぴったの会場です

月 日 活　動　内　容 場　所

4 6 スポーツ部会

7 永山パークゴルフ場、面接

9 旭川市市民課、打合せ

11 障害福祉課、打合せ

12 建築設備、業者、打合せ

17 嵐山パークゴルフ場・全体研修

電気保安協会、自家用発電機の打合せ

19 永山パークゴルフ場・現場研修

21 北彩都ごみゼロ大作戦

25 税理士法人たいせつ、打合せ

26 おぴった利用料金の改定、障害福祉課、打合せ

27 会計監査

5 7 福祉バス運転手の面接

8 旭川市障害者水泳教室（2回目5/15、3回目5/22、4回目5/29）

9 旭川市市民課打合せ

14 調停 簡易裁判所

16 市立病院、医事課、打合せ

22 理事会

24 公共駐車場、公園みどり課、障害福祉課、工事業者、打合せ

28 障害福祉課、打合せ

29 定期総会

31 清掃員の面接

6 6 職親会総会 トーヨーホテル

大洋設備打合せ

7 春の消防訓練

14 福祉タクシーチケット交付

15 旭川市障害者スポーツフェスタ検討会（第2回）

18 自動交付機の点検

19 パストラル研修

20 建設設備の打合せ　新井兼建設

パストラル研修

21 公共駐車場、公園みどり課、障害福祉課、工事業者、打合せ

22 旭川市障害者スポーツフェスタ全体会議

23 北海道障害者スポーツ大会



月 日 活　動　内　容 場　所

28 冷温水器修繕打合せ　大洋設備

29 旭川市障害者スポーツフェスタ、準備

30 旭川市障害者スポーツフェスタ

7 9 旭川市市民課打合せ

12 おぴった利用料金の改定、障害福祉課、打合せ 第二庁舎

17 文化部委員会

24 広報部委員会

25 清掃員の面接

26 清掃員の面接

大規模修繕工事の打合せ、障害福祉課、業者

31 大規模修繕工事の打合せ、障害福祉課

8 6 旭川市市民課打合せ

7 旭川ガス打合せ　消費税について

広報部会

文化部会

18 北海道ボッチャ選手権大会

20 グリーンテックス打合せ　永山PG閉場時期・有料化

21 大洋設備　修繕打合せ

22 バス運転手募集

23 真心会ビールパーティー　事業所パネル貸し出し

25 旭川市障害者軽レクリエーションスポーツ教室

28 文化部会

9 3 シャトルバスの運転手面接

6 シャトルバスの運転手面接

7 スポーツ部会

10 理事会

文化部会

旭川市市民課打合せ

東和レジスター打合せ

11 旭川市障害者週間記念事業の件、障害福祉課と打合せ

広報部会

17 東和レジスター打合せ

19 中間監査

20 旭川ガス、打合せ　消費税について

建築物清掃業、保健所へ事業登録申請 保健所



月 日 活　動　内　容 場　所

24 建築物清掃業、保健所の査察

26 日新火災海上保険株式会社のインターネット申込開始

27 いちもくへテント貸し出し（返却予定10/1）

北海道小平高等養護学校、清掃現場の職場見学

10 2 旭川市障害者水泳教室（2回目10/9、3回目10/16、4回目10/23）

3 旭川市市民課打合せ

4 永山パークゴルフ場の件、グリーンテックスと打合せ

9 清掃員の面接、環境衛生工業と打合せ

10 総合消防訓練

11 文化部会

12 スポーツ部会

15 公共駐車場の打合せ、公園みどり課、山田植木、障害者福祉課

17 公共駐車場の打合せ、障害者福祉課

理事会

除雪業者選考委員会

18 障害者スポーツ記録大会実行委員会

19 公共駐車場の警備、打合せ

25 公共駐車場の打合せ、障害者福祉課

26 公共駐車場の打合せ、障害者福祉課

障害者スポーツ記録大会・準備

27 障害者スポーツ記録大会

30 除雪業務入札

31 福祉バス、ドライバー面接

11 4 清掃作業従事者研修（企業内研修） ココデ

6 グリーンテックス打合せ

8 建築部設備課と公共駐車場の外灯の件、打合せ

清掃員面接

12 福祉バス運転手面接

14 旭川市障害者週間記念事業、警備会社と打合せ

15 旭川市障害者週間記念事業、音響会社と打合せ

27 旭川市障害者週間記念事業、実行委員全体会議

28 グリーンテックスと永山みず辺緑地パークゴルフ場の件、打合せ

29 環境衛生工業とオゾン発生装置の件、打合せ

30 旭川市障害者週間記念事業の準備

12 1 旭川市障害者週間記念事業



月 日 活　動　内　容 場　所

3 真心会、寄付金授与式

6 プールの制御装置の件、障害福祉課、業者との打合せ

10 プールのオゾン発生装置修理

難病連と打合せ

14 事務局長会議

18 清掃員の面接

20 三役会

24 障害福祉課へ年末の挨拶 第二庁舎

26 公共駐車場工事、公園みどり課、障害福祉課、山田植木との打合せ

27 年末年始の除雪について、除雪業者と打合せ

28 仕事納め

1 5 仕事始め

10 旭障連新年会 トーヨーホテル

一階、情報コーナーPC入れ替え

11 スポーツ部会

12 ろうあ協会の新年交礼会

17 理事会

19 旭川盲人福祉協会の新年交礼会

21 新庁舎におけるユニバーサルデザインに関する意見交換会

23 三役・総務部会

31 公共駐車場工事、公園みどり課、山田植木との打合せ

2 1 新年交礼会

7 管理事務との打合せ

8 福祉旭川共有会の新年会 アートホテル

9 旭川市障害者レク・ボッチャ・スポーツ教室

14 バーサー大会の打合せ

19 北海道新聞、障害者施設についての取材

ネットワーク・セキュリティ対策、業者と打合せ

21 第39回北海道障がい者冬季スポーツ大会の中止

25 新型コロナウイルス感染予防、障害福祉課と打合せ

26 新型コロナウイルス感染予防、障害福祉課と打合せ

委託業務業者選考委員会

27 清掃員の面接

ネットワーク・セキュリティ対策、業者と打合せ

28 見積書徴収通知書の送付



月 日 活　動　内　容 場　所

29 旭川市障害者福祉センター（おぴった）の休館～3月25日（水）まで

3 10 日野自動車と打合せ

13 beat-box交換

19 永山みず辺緑地パークゴルフ場の件、グリーンテックスと打合せ ココデ

25 入札 ココデ

26 入札 ココデ

27 旭川市市民活動交流センター、清掃業務契約更新 ココデ


