
 

 

 
 

平成 30 年度第 1 回まちづくりふれあい懇談会記録書 

 

１．日 時  平成 30 年 8 月 6 日（月）午後 6 時 30 分～7 時 56 分（1 時間 26 分） 

 

２．場 所  潮見コミュニティセンター ２Ｆ中集会室１・２（洋室） 

 

３．出席者  一般出席者   11 人  

網走市出席者  10 人（市長、副市長、教育長、企画総務部長、 

建設部長、企画調整課長、企画調整課参事 

企画係長、広報広聴係長、広報広聴係主事） 

町連等出席者   4 人（会長、地区連担当者 1 名、 

社会福祉協議会職員 2 名） 

計      25 人 

 

４．議事進行 理事 

 

５．挨拶・説明     

18:30    開会 

18:31    市長あいさつ （4 分） 

18:35    町連 会長あいさつ （4 分） 

18:39    公共施設の耐震診断結果等について（11 分） 

18:50   質疑応答（23 分） 

19:13   JR 北海道問題について（16 分） 

19:11     質疑応答（19 分） 

19:23   その他質疑応答（16 分） 

19:56   市長あいさつ（1 分） 

   

      

 

 

 

 

 

 

 



【公共施設の耐震について】 

 

（参加者）    網走は地震が少ない地域と言われているが、今生きていれば 110 歳に

なる母親から聞いた話だ。母親が 4、5 歳のころ、記録には残っていない

ようだが、非常に大きな地震があり、当時今の帽子岩のあたりに運動会

もできるくらいの平地が津波によってなくなったと聞いた。網走だから

大丈夫ではなく、地震はいつどこで発生するか分からない。その時、部

分的に弱い今の庁舎は使えなくなることが考えられる。対策室を作らな

いといけないだろう。庁舎に替わるもの、例えば潮見コミセンなど考え

はあるのか。 

 

▽市長      耐震化の問題と災害対策の問題は分けて考えたいと思うのだが、庁舎

が潰れてしまったら、一年以上役所の仕事ができなくなるだろう。災害

が起きた時に即座の災害対策、救助活動や仮設住宅を作らなければなら

ない。緊急の時は南派出所を指令災害対策本部とする。これは一時的な

もので、約 350 人もいる全ての職員が入れるわけでもない。あくまでも

災害の応急措置として活用しようと考えている。 

         地震が発生した時には、福祉、農業、漁業など多岐に渡って対応しな

ければならないが、南出張所では不可能。そこで今後耐震化の庁舎を今

検討している。副市長が説明したとおり、耐震するということは、柱と

柱の間に鉄筋を入れること。今の庁舎は柱が建物の中にあるので執務室

を横断する形で入れざるを得ない。市民の皆さんには鉄筋をくぐって窓

口業務を行うのは現実的ではないことから、他の方法で庁舎のあり方を

考えてまとめていきたい。 

 

（参加者）    耐用年数が 7 年しか残っていないことから改築というものも考えてい

るのか。 

 

▽市長      本庁舎を建てなおす場合、場所、市民の要望、基本設計、実施設計を

やっていくと 7 年は過ぎてしまうだろう。今年中に方向性を決めて、建

て替えるのか、どんな形にするのかの方向の案を出して「議論したい」

という議論を今やっているのでご理解頂きたい。 

 

 

町連会長      地震の際は津波の問題も発生する。津波が発生した場合、今の庁舎

では沈没してしまうのでは。 

 

▽副市長     現在、北海道かシミュレーションしている能取岬沖でマグニチュード

6.7 の地震が発生した場合、3~4メートルの津波が発生すると言われて

いる。網走川周辺が少し浸水すると言われているが、市役所は 5 メー

トルあり、浸水しないであろうと言われている。 



 

町連会長      地震はどこが震源地になるか分からない。その時に本部機能が発揮

できるのか。南出張所に本部機能を置くとしてもすぐ対応できるもの

か危惧している。 

 

▽市長       地震は下で起きるとは限らない。南出張所で直下型地震が起き、南

出張所がだめになって市役所庁舎が残る可能性もある。地震はどこで

起きるかは分からないが、津波は一般的に海など水辺に近い方が被害

は大きい。先ほどお示しした北海道のシミュレーションによると庁舎

の一階も浸水しないと言われている。どこまで可能性を突き詰めてい

くかという問題がある。 

 

町連会長      耐震補強しても実際 7 年しかもたないのか？ 

 

▽副市長      7 年で壊れてしまうという訳ではない。一般的に言うと鉄筋コンク

リートの耐用年数は 60 年であると。 

 

▽建設港湾部長   コンクリートは劣化したり、コンクリート自体弱くなる。それが 60

年くらいということだ。 

 

▽市長       いくら柱を補強したところで、そもそも土台がもっているのか？と

いう所。 

 

町連会長      お金の問題はあるだろうが耐震化するより建て直してしまう方が早

いのでは。 

          

▽建設港湾部長   コンクリートを剥がしてまた貼りなおすということになるのでそれ

は立て替えることになってしまう。 

 

▽市長       コンクリートを補強していくらか、建て直しにいくらかかるか市民

の皆さんにお示ししないと建て替えありきかと言われても困る。この

一年でシミュレーションしていく。 

 

（参加者）     建て替える構想はあるのか。 

 

▽市長       今のところない。3 月までに方向性を出していきたい。順序立てた

手続きが必要と考える。 

 

（参加者）     建て替えるとあと 60 年保てると言うが、耐震補強した場合、どのく

らい耐用年数が伸びるのか。 

 



▽副市長     地震に筋交いを入れるだけで、建物自体の耐用年数は変わらない。 

 

（参加者）    変わらないのであれば建て替えた方が将来的には良いのでは。 

 

▽建設港湾部長   耐震改修したあと、60年経つ間は安全だということになるがあまり時

間はない。 

 

（参加者）    改修した場合、職員の仕事に支障をきたさないのか。 

 

▽市長      副市長が先ほど説明したとおり、補強作業に入ると庁舎には入れない。

仮庁舎となる。今北見は今仮庁舎 11 箇所に散っている。網走もおそら

くこうなるだろう。 

 

（参加者）    鉄筋コンクリートがどれだけ持つかは使う砂にもよるだろう。塩分が

含まれていたらもっと耐用年数は低くなる。私は補強工事ではなく、建

て替えるべきであると思う。建て替えに向けて今後の市人口の見通しを

含め考えていくべきだ。 

 

▽市長      人口の動態を把握しながら考えていく必要がある。今日結論が出るも

のではないので、また改めてお示ししたい。国は平成 32 年までに建て直

せば費用を 2 割負担すると言われている。国からのお金の調達も含め考

えていく必要がある。 

 

（参加者）    建て替える場合の優先順位を考えているのか。 

 

▽副市長     公共施設を全部建て替えるとなると 200 億では無理。優先順位は今年

度中に示したい。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

【JR 問題】 

町連会長     現在の小学校の修学旅行の移動手段はほとんどがバスだと思うが、汽

車で出かけ、到着地で観光バスを利用するという考え方はないのか。 

 

▽教育長     市内 9 校のうち１つの小学校では公共交通機関を使っているがそれ以

外はバス借り上げだ。一人あたりの費用が低く抑えられるという事実も

ある。公共交通機関を利用しての修学旅行も可能であれば検討して欲し

いとは伝えている。 

 

▽市長      保育園、幼稚園は極めて安い。汽車の乗り方が分からない子もいると

いう事実も含め地域の利用の促進を図っていきたい。人によっては「飛

行機に力を入れればよい、JR無くてもいいのでは？」と話す人もいるが

病気で肺が弱く、飛行機に乗れない方もいる。様々な交通手段が必要だ。



バスも、飛行機もあるが、もっと汽車の楽しさを知って頂ければと思っ

ている。 

 

(参加者)     JR の安定基金は 7.3％で運用したが、今はどれだけうまく運用しても

1％ぐらいだと思う。国の見込みが間違っていたのでは。そのあたりの責

任追及し、国に助成を要求すべき。 

個人の利用に関して言えば、私が札幌を訪れる際はいつも JR を利用し

ているが、息子世代は毎週札幌に行っているが、自家用車を利用してい

る。最近では高速道路がどんどん良くなってきており、ガソリンを含め

車の方が割高だが利便性の高い自家用車を利用している。これからは JR

の方が安いよという普及をしていくべきだ。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

【その他】 

（参加者）    市でやっている道路工事の件、角谷こどもクリニックの横の裏小道の

法面の芝を刈り過ぎて枯れてしまった。その芝を植えたようだが一つも

根付いていない。しっかりと検定をすべき。 

 

▽建設港湾部長  後ほど詳しく場所を教えてほしい。 

 

     

（参加者）    横断歩道があれこれ屋から大野整骨院のところまで一つも横断歩道が

ない。そのあたりどうなっているのか。子どもが横断歩道のないところ

を渡らなければならない状況にもなっている。少なくともあの辺りに一

つでも設置すべき。 

 

▽建設港湾部長  信号機については以前から要望があり、回答のとおりだが 7 条通りの

横断歩道については、今まで要望がなかったのでご要望いただければ

我々を通じて公安委員会に要望をあげたいと思う。 

 

▽副市長     信号機のない横断歩道を渡る際、逆に危ないこともある。そこも相談

させてほしい。 

 

（参加者）    道道の話でも良いか。中原会計事務所より先、農大よりの湯浅工業の

あたりの道道なのだが、街路樹があって見通しが悪い。カーブで非常に

見通しが悪い。近くに老人農園もあるので危険だ。あれを低く刈り込む

ことはできないか。 

 

▽建設港湾部長  こちらが窓口になって道に話をしてみる。 

 

(参加者)     潮見中央は刈り込んでもらって見通しが良くなった。街路樹はたくさ

んいらない。逆に見づらくて事故の元だ。 



 

（参加者）    関係ないかもしれないが、網小の坂のところの踏切の草刈は JR の管轄

なのか。今年特に一時期雑草がひどかった。左右確認ができなかった。 

 

（参加者）       あちこち草刈を委託していると思うのだが、作業後の確認は市

でちゃんと実施しているのか。最近粗悪な刈り方をしている人が多い。 

        あれでお金を払っているのは市民として納得いかない。もう少しちゃん

として欲しい。 

 

▽建設港湾部長  よく確認して、しっかり指導する。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

６．まとめ   水谷市長 

 

 

 


