
 

 

 
 

平成 30 年度第６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 23 日（金）午後 6 時 30 分～8 時 07 分（1 時間 37 分） 

 

２．場 所  南コミュニティセンター ２階中会議室（洋室） 

 

３．出席者  一般出席者    19 人  

網走市出席者    8 人（市長、企画総務部長、学校教育部長、企画調整

課長、企画調整課参事、都市整備課長、広報広

聴係長、広報広聴係主事） 

町連等出席者   3 人（副会長、地区連担当者、 

社会福祉協議会職員 1 名） 

計   30  人 

 

４．議事進行 地区連担当者 

 

５．挨拶・説明     

18:30    開会 

18:31    市長あいさつ （2 分） 

18:33    町連 副会長あいさつ （2 分） 

18:35    公共施設の耐震診断結果等について（10 分） 

18:45   質疑応答（15 分） 

19:00   JR 北海道問題について（16 分） 

19:16     質疑応答（20 分） 

19:36   その他質疑応答（30 分） 

20:06   市長あいさつ（1 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【公共施設の耐震について】 

（参加者）    建物については、やるしかないと思う。地震がおきた時に、傾斜地や

擁壁など市が手掛けた工事の中で危険な場所はないのか。 

 

▽市長      昭和５６年以前の建物が今の耐震化基準を満たしていない。 

         中心市街地、現在の場所、高台などが考えられる。 

 

▽建設港湾部長  斜面については北海道の所管であるが、北海道で一定程度よりも急な

斜面について順次点検をしている。警戒区域の指定をし、大雨の際の注

意喚起に利用している。まだ調査途中のはずだが、まもなく市内の調査

ポイントは全て終了するはずである。 

構造物について、道路の擁壁や橋などの公共土木施設は国土交通省の

指示により定期的に点検をし、維持管理または計画的に補修を行ってい

る。計画に基づき最低でも５年に１回は点検を行っている。 

 

（参加者）    地震はいつ発生するかわからない。耐震化前に大きな地震がきて、庁

舎が使えない、入れないとなった場合どうするのかというシミュレーシ

ョンはしているのか。 

 

▽市長      市役所機能をどこかに移すというシミュレーションは持っていない。

緊急の災害本部は、庁舎が使えない場合は消防の南出張所を本部とする

ことになっている。一般の行政サービスまでは移すことは想定していな

い。 

         本庁舎の残耐用年数は７年だが、建て替えとなれば、基本構想から始

まり、基本設計、実施設計、建築となると７年はすぐに経過してしまう。

７年という期間は今から議論を始めないと間に合わないということ。 

 

（参加者）    中心市街地の活性化を兼ねて、ラルズ跡地に庁舎を建築する計画はな

いのか。 

 

▽市長      場所についてもこれから検討しなければならない。地震だけでなく津

波への対策も必要である。財政措置はどうなのか。官公庁を中心とした

一体的なマスタープランとしてはどうなのか。場所、金額、機能など様々

なことを現在検討し、次の中間報告をしたいと考えている。 

 

▽企画総務部長  ５つの建物全てを建て替えるには１８０億円程度必要となる。それは

無理であり、どの建物からやるかという優先順位も確定していない。様々

な視点から検討しているところである。 

  

▽市長      人口が減少しているなか、公共施設を集約していくという視点も必要

となっている。 



 

（参加者）    建て替えがいいと思う。何かあった時のことを考えれば市役所を優先

すべきだろう。 

昭和５６年以後の建物はＩｓ値０．６以上あるものと考えて良いか。 

 

▽建設港湾部長  昭和５６年の法改正で設計の考え方が大きく変わった。簡単にいうと

それ以前は主に縦揺れに対しての強度設計だったが、昭和５６年以後は

横方向、ねじれに対する強度を計算することとなった。 

         昭和５６年以降の建物はＩｓ値０．６以上が確保されている。 

 

（参加者）    今後の進め方はどうなっているか。 

 

▽市長      今年度内に、場所の考え方、金額の考え方、施設の在り方の考え方と

いった方向感を出したい。９月議会でも説明する。 

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

【JR 問題】 

 

（参加者）    ＪＲは嫌いじゃないので乗りたいが、料金の問題と時間の問題がある。

早割で航空券をとると安ければ５千円程度で千歳まで行けてしまう。車

でも５時間あればいける。ＪＲは札幌まで９千円程度。一般の利用客に

対する割引だとか魅力がないと難しいと思う。 

網走市の職員は札幌出張はＪＲを使っているのか。そういうところも

考えていかないとならない。 

 

▽市長      網走から札幌までの利用交通機関をみると、三分の一の方が飛行機、

三分の一がバス、三分の一が鉄道を利用している。鉄道が高い、遅いと

しながらも三分の一の方が利用している。三分の一は高い数字であり、

単独維持困難と言われながらも、この路線を支えていかなければならな

い。 

         市職員は業務の都合に支障がないかぎりＪＲを使うこととしている。

私もＪＲを使っている。乗り心地や利便性など利用促進の観点は必要に

なる。今のご意見はしっかりと受け止めさせていただく。 

 

（参加者）    ＪＲ北海道自体が努力しているという事が見えてこない。九州では赤

字路線を色んな業種に幅を広げて黒字化しているところもあるようだが、

北海道は面積が広く人口密度が低いので、業種を広げることはリスクが

多い。ＪＲ北海道はあくまでも輸送に関する分野でやっていくべき。運

送会社、タクシー会社と提携して、駅から目的地へスムーズに行けるよ

うな仕組み作りが必要ではないか。 

 

▽市長      今やろうとしているのは、２日間乗り放題のパスで宇登呂までのバス



にも乗れる。レストランバスでご飯も食べられる。というもので、観光

としての鉄路の仕組みをウィラーという会社がやろうとしている。仕組

み作りをウィラーにやってもらい、運行はＪＲが行う。９月から実証実

験を行う。今、おっしゃられた「駅についたらタクシーが来て」という

のを「弟子屈に着いたらレストランバスが」「斜里に着いたら知床行バス

が」という形で実証実験を行うもの。 

 

（参加者）    新聞で、北海道知事、市長会会長、町村会会長の意見があったが、有

識者の意見も聞いて進めていくべきだ。 

 

▽市長      利用していただくことが前提であり、誰も乗らないものであればすぐ

に廃止になる。多くの皆さんが利用することが鉄路を残すことにつなが

る。利用促進をがんばっていきたい。 

 

（参加者）    貨物の輸送は今はどのぐらいあるのか。物の輸送も増やしてはどうか 

 

▽市長      石北線は玉ねぎだけ。旭川から苫小牧は貨物が多い。 

        玉ねぎの輸送の話をすると、片道しか荷がないためコストが倍かかって

いる。今後の議論が必要 

 

（参加者）    利用者が少ない中での存続は難しいと思うが、みんなで努力して知恵

を出して存続させたい。存続危機であることを広く訴えて、利用者促進

できるとよい。 

 

（参加者）    ＪＲのＯＢとして意見を述べたい。石北本線の石北トンネルは相当古

く維持経費がかなりかかっている。勾配も大きく、カーブも多いため、

スピードが上がらない。札幌までの時間短縮は難しい。池北線が残って

いれば石勝線経由で４時間台で行くこともできただろうが、遠軽紋別の

住民の反対もありできなかった。代わりに高速道が整備されることにな

った。こうしてだんだんと鉄路よりも道路が整備されてきている状況で

ある。今は網走北見間の乗客が少ない。貨物はお話あったとおり片道し

か利用されてない。釧網線は観光ルートとして見出すしかない。民営化

した際に北海道、九州、四国は厳しいだろうと言われていた。九州は今

は黒字化している。観光ルートがうまくいっている。石北線は踏切をな

くす、カーブを緩くする等ができるといいが、それには設備投資がかな

りかかるため難しいだろう。 

 

 

 

 

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



【その他】 

 

（参加者）    防犯灯について、基本的に設置、管理は町内会負担と聞いているが、

通学路に防犯灯をつけてほしいとなった時も町内会負担となるのか。 

 

▽建設港湾部長  通学路は、市、教育委員会、警察等で定期的に会議、合同点検してお

り、危険個所に関する改善要望があれば対応している。防犯灯について

は基本的には公の通学路であれば、市の整備かと思うが、個々の状況を

見ながら、町内会と相談させていただきたい。 

 

（参加者）    今年の３月に都市整備課から公園と街路樹についてのアンケートが各

町内会に出ていた。その結果はどうなっているか。町内会の公園の遊具

が壊れている。 

 

▽建設港湾部長  昭和５０年代頃に公園が大量に作られ、遊具も含め一斉に老朽化が目

立ってきている。毎年点検をし、危険なものについては補修をしている

が、大規模な補修はできていない。予算的な問題もあるが、人口減少も

あり公園の利用形態が変わってきている。老朽化、ニーズの変化を踏ま

えて公園の再編、廃止、新設にかかる計画をつくるところである。その

前段でアンケートをいただいた。アンケート結果はまとまっていないが、

回答を踏まえて再編計画を作る予定である。街路樹についても昭和５０

年頃に植えたものが大きくなり、色々な苦情が出てきている。残すべき

か、伐採するべき、植え替えるべきか、検討しなければならない。アン

ケートの回答を参考にさせていただく。 

 

（参加者）    潮見の消防南出張所の付近の低木がなくなった。あれは良い。歩行者

が見えなく危ないところも多いので、無くした方がいいように思う。 

         学園通りは標識が見えないところもある。北見は低木を全面的になく

すところもあるようだ。 

 

▽建設港湾部長  切ってほしいという要望と残してほしいという要望両方ある。意見を

聞きながら考えたい。交通安全上危ない地点は個別に対応するので連絡

してほしい。 

 

（参加者）    網走高校の解体が決まったようだが、次に建てるものが決まっている

と聞いたが、どうなっているか。  

 

▽市長      社会福祉法人から介護施設の整備について申し出がある。介護保険計

画にある増床の計画に基づき、適地だろうと考えている。議会で説明も

している。 

 



（参加者）    国が小中連携を進めるといっており、やり方は市町村教育委員会の裁

量に任せるとなっているが、網走は将来どう考えているか。 

 

▽教育長     これまでも中学校区ごとに小学校との連携を深める取り組みをしてき

ている。中学校の先生が小学校にきて授業参観を行うとか。中学校の先

生が小学校で授業の指導をするということをしている。コミュニティス

クールといって地域と学校が連携をして学校の経営をするという取り組

みだが、来年度から２年間で市内すべての学校でコミュニティスクール

を取り入れようと考えている。子供たちを９年間でどのように育ててい

くかということで小学校と中学校を一緒にしたコミュニティスクールの

制度を検討中である。ただし市街地の学校は校区がまたがるところもあ

るため学校ごとのコミュニティスクールを考えている。小中連携はより

深めていきたい。地域の皆さん方にもご協力いただくことがありますの

でよろしくお願いします。 

 

（参加者）    １８歳なり２２歳になったときに一人で生きていく教育をすることが

学校の責任だと思う。時間の管理、お金、防犯、コミュニティこの４つ

が子供たちに欠けていると思うがどうか 

 

▽教育長     将来どう生きていくか、そういった力をつけるために、学校、家庭、

地域は何をするのかということを皆さんで考えていきたい。学校だけで

やるのは難しい。 

          

（参加者）    市内のバスが空で走っているのが多いが、網走の交通体系をどうしよ

うとしているか、検討してるものがあれば教えてほしい 

 

▽企画総務部長  今後の交通体系を再構築していくために、今後の利用がどうなってい

くかの実態調査を始めようとしている。スーパー、病院、高校の利用者

の実態、人口構造の変化による推計から路線が将来にわたって適正かに

ついて調査する。 

 

（参加者）    今後人口が増える見込みはない。わざわざ乗る人がいるかどうかが問

題。路線バスを維持するのは難しいだろう。 

 

▽企画総務部長  子供の利用者が増える見込みは難しい。免許を返納する高齢者などバ

スに乗らざるを得ない人が今後出てくる。路線の検討が必要。 

 

（参加者）    市の予算は、業務や市民サービスを量的、質的に数値化したものと認

識しているが、耐震化、日体大、流氷館などの色々な支出がこれから増

えていくのではないか。税収は減っていくだろうと思うが、市民サービ

スは今後低下するのではないか。市民にその説明をどうしていくか。 



 

▽企画総務部長  行政改革推進計画を策定し、限られた財源で市民サービスをどう守っ

ていくか５年ごとにお示ししている。単年度では予算の執行方針を示し、

決算についても議会に審議をいただいている。税収が減っていく見込み

は持っているが、ふるさと納税に代表されるように、それに代わる歳入

の確保を検討して行っている。市民サービスを減らす前に出来ることが

あるだろうということで進めている。 

 

▽企画調整課長  流氷館については、前の施設の時は観光客の入り込みが落ちた時に２

～３千万円出していたという事実はある。新施設は国の交付金を利用し

て建設コストはほとんど持ち出しがない。建て替えてからは黒字が続い

ている。毎年黒字部分は貯金をしている状態。 

 

（参加者）    とある小学校にいったら、椅子はボロボロ、机は高さが違う、照明は

位置が高く暗い。あの環境はひどい。 

 

▽教育長     古い学校だと思うが、そういう要望もある。大型テレビや実物投影機

といった子供たちの環境改善を進めてきた。先生方の環境も改善できる

範囲で改善していきたい。 

 

（参加者）    コミセンの管理をやっているが、利用者から聞いた話で、語らい公園

の石のモニュメントに上がっていた子供がいたようだ。５ｍぐらいの高

さがあり、非常に危険だ。きちんと管理してほしい。 

 

▽建設港湾部長  早急に確認する。 

 

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

６．まとめ   水谷市長 

 


