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第２章 網走市の基本構造と社会教育 
 

 

 

 

１ 人口の構造 

  住民基本台帳によれば、網走市の人口はこの 10 年間で 3,000 人ほど減少しています。いわゆ

る「構造改革」の下で、北海道の市町村の産業経済、財政構造の疲弊が進み、札幌への「一極集中」

がさらに強まりました。網走管内では、北見市（旧北見市）の人口は同じ時期には増加しているの

で、網走支庁管内での北見市の比重が増す一方、支庁が置かれた網走の地盤低下が明瞭です。 

 

 表Ⅰ－１ 網走市の人口（9/30 現在） 

年 人口 指数 

1997 43,224 100.0

1998 43,118 

1999 42,974 

2000 42,621 

2001 42,440 

2002 42,226 

2003 41,776 

2004 41,480 

2005 41,121 

2006 40,721 

2007 40,340 93.4

   ※「住民基本台帳」 

 

  人口の減少の一方で高齢化も進行し，2005 年国勢調査では，65 歳以上人口の比率が 20.0％

に達した。 

 

表Ⅰ－２ 年齢階級別人口 

年 総数 ０～14 歳 15～64 歳 65 歳～ 

2000 
43,395 

(100.0) 

6,214 

(14.3) 

29,859 

(68.8) 

7,322 

(16.9) 

2005 
42,090 

(100.0) 

5,508 

(13.1) 

28,164 

(66.9) 

8,418 

(20.2) 

   ※『国勢調査』 
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２ 産業の構造 

  産業別就業人口は、2000 年から 2005 年の間に 1,742 人減少しました。特に第 2 次産業の

減少が著しく、中でも減少が顕著な産業は、建設業（2,706 人→2,017 人）、製造業（2.222 人

→1,778 人）です。農業人口も 1,563 人→1,440 人、漁業人口も 783 人→750 人、公務人口

も 1,594 人→1,476 人と減少しています。 

 

表Ⅰ－３ 網走市の産業別就業人口 

年 第１次 第２次 第３次 総 数 

1990 3,142(14.8) 4,504(21.2) 13,530(63.8) 21,202(100.0)

1995 2,889(13.2) 4,710(21.6) 14,251(65.2) 21,855(100.0)

2000 2,392(11.0) 4,937(22.6) 14,446(66.2) 21,834(100.0)

2005 2,228(11.1) 3,800(18.9) 14,064(70.0) 20,092(100.0)

   ※『国勢調査』 分類不能の項目は省いた 

 

 

 （１）農   業 

   網走市の産業の現状を概観すると、農業については、北海道を代表する農業地域として、専業

経営を中心に大規模・高生産性の畑作・畜産経営が展開されています。麦類・馬鈴しょ・てん菜

（「畑作三品」）が基幹作物です。網走地域は、一般に斜網・北見・遠軽・西紋と区別されますが、

網走市が属する斜網地域の特徴は、１戸当たりの耕地面積規模が大きく（28.6ha）、機械化が進

んだ生産性の高い農業が展開されていることです。斜網地域の 2005 年度の農業産出額は、828

億 7 千万円です。てん菜 24.5％、イモ類 18.1％、麦類 18.1％、乳用牛 11.8％、肉用牛 4.7％、

野菜 10.0％、雑穀・豆類 1.9％などです。その中で、網走市の農業産出額は 204 億円です。（北

海道網走支庁産業振興部『オホーツクの農業 2007 統計編』2007 年など）。 

2005 年の農家人口は 1,987 人で、65 歳以上が 545 人（27.4％）、60 歳～64 歳が 82

人（4.1％）です。団塊世代の高齢化が農業人口の高齢化をさらに促進させています。2005 年

の総農家数は 426 戸で、2000 年から 42 戸が減少し、専業農家 279 戸も 22 戸減りました。

第１種兼業 110 戸、第２種兼業 17 戸で、販売額第 1 位農家数 402 戸、中工芸農作物（てん

菜）248 戸、雑穀・いも類・豆類 76 戸，露地野菜 19 戸，酪農 28 戸，麦類（小麦）12 戸、

肉用牛８戸などです。近年、野菜・豆類の導入や、肉用牛の導入による経営の多角化・複合化が

進んでいることがうかがわれ、農業経営や農業技術にかかわる学習の必要性が増していることが

わかります。 
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 （２）漁   業 

   漁業は、オホーツク海における海面漁業と網走湖・能取湖等の内水面漁業が営まれており、水

産加工も盛んです。水産資源などを活用した新製品開発も進めています。2006 年の網走市の漁

業経営体は 72 戸、大型定置網１戸、小型定置網 16 戸、ほたてがい養殖が 13 戸あります。漁

業種類別の経営対数は順に小型定置網、その他の漁業がそれぞれ 17 戸、ほたてがい養殖が 13

戸、その他刺し網 10 戸、小型底引き網が 8 戸です。魚種別には、さけ・ほたてがい・きんき・

すけとうだらなどの生産高が多く、近年はカラフトマスの加工品開発に力が注がれています。

2005 年の魚種別生産高は 90 億円に達します。 

農業とともに地産地消が課題となっており、地域の加工業の発展、市民の食生活の充実に地域

の食糧生産をどう生かすかということが共通の課題となっています。 

 

 

 （３）商   業 

   商業は、大型商業施設の近隣商圏への進出、モータリゼーションの進展などにより、市全体の

商業販売額は減少傾向にあり、中心市街地の商業機能の低下などが進んでいます。中心市街地づ

くりの取り組みが課題となっており、中心市街地の再編成が課題となる中で、オホーツク・文化

交流センター（市立図書館を含む）の役割が大きくなっています。社会教育施設の位置付けや施

設それぞれの役割の明確化やネットワークのあり方も問われています。 

 

 

 （４）工業・観光 

   工業は、一次産品の高付加価値化への取り組みや産学の連携が課題となっています。観光は、

オホーツク海の流氷、網走湖・能取湖など５つの湖に囲まれるなど豊かな自然に恵まれています。

民間の施設を含めて、博物館・美術館が整備されてきたことも、観光振興の大きな強みとなって

います。博物館・美術館を充実させ、そこを拠点とする市民の学習と社会参加を発展させること

が、体験型観光やエコツーリズム・グリーンツーリズムなどをキーワードとする 21 世紀型の観

光の開発においても、「『来訪者（観光客）にとっての網走』と『生活者（地域住民）にとっての

網走』の双方の面において魅力的な地域づくり」（『網走市観光振興計画』2005 年）とも結びつ

く課題ともなっています。 

 

 

３ 生活・福祉 

   住民基本台帳によれば、2005年に高齢化率が20％を上回りました。ほぼ全国平均と同じで、

全道平均をやや下回っています。在宅の単身高齢者世帯は 1,660 戸、両方が 65 歳以上の高齢

者世帯は 1948 戸（『網走市地域福祉計画』2006 年）、要介護認定者も年々増加しており、2005

年末で 16.8％（「第 3期網走市高齢保健福祉計画」）に達しています。身体障がい者は 2004 年

で 1,668 人（4.1％）で、1995 年の 3.18％と比べると増加しています。また、知的障がい者
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は 2006 年で 214 名おり、2005 年度と比べると 60 人以上増加しています。（『網走市地域

福祉計画』2006 年）。 

地域福祉計画策定のために、市民 801 名を対象として行った調査では、「災害時・救急時にお

ける独居の高齢者や障がい者の安否確認・支援を行うための体制はどれがよいか」という設問に

対し、「行政・民生委員児童委員・町内会・社会福祉協議会・医療機関・民間事業所・ＮＰＯな

どとの連携を深め、ネットワークを構築し、支援を行う」（36.8％）、「町内会を中心とした助け

合い活動の中で支援を行う」（23.6％）が、「行政が対象者を把握し、行政が責任をもって支援

する」（22.0％）を上回っています。また、「地域福祉を推進する上で、行政・福祉サービス事

業者および、地域住民が連携して支え合う仕組みづくりが必要とされています。しかし、一方で

行政と地域住民の関係について、あなたの考えに最も近いものはどれですか」という設問には、

「福祉課題には、行政も住民も協力しあい、共に取り組むべき」が 60.2％を占めています。さ

らに「あなたは、地域福祉を推進するために、今後何が必要と思いますか」という設問（３つま

で選択）には、「市民が気軽に参加・利用できる地域活動の拠点づくり」（59.1％）、「学校教育

や社会教育での福祉教育の充実」（36.7％）などの回答が多くなっています。また、「ボランテ

ィア活動に参加していますか」という設問には、「参加している」が 13.4％でしたが、「参加し

たことがないが今後参加したい」が 42.6％に達し、そのうち「高齢者世帯に対する支援」に参

加したいものが 68.3％、「福祉施設での活動」が 29.0％、「青少年や子ども会の健全育成」が

17.3％、「障がい者（児）への支援」17.0％、「育児に関する相談、子育て支援」15.0％でし

た（41 頁）。これらを踏まえて、同計画においては「中高年のサークル活動やボランティア活動

を通した協力体制づくり」などを課題として指摘しています（68 頁）。 

『網走市障がい者福祉計画（ハートプランⅡ）並びに障がい福祉計画』（2007 年）では、障

がい者の方たちを対象にした「福祉アンケート調査」で、「障がいのある人も障がいのない人と

同じように社会参加できるようにするために」という設問に、「ノーマライゼーションの考え方

を広める」、「障がいのある人にあまり関心のない人たちとお互いが理解できる機会をつくる」、

「地域の中で人と人をつなぐ役割をする『人』を育てる」という回答が多くなっています。この

ため、障がい者自身が多様な学習機会に気軽に参加できるようにするとともに、社会教育として

の福祉教育の重要性を指摘しています（40－41 頁）。 

 

 

４ ま と め 

   このように、産業・生活のいずれの領域においても、「地域住民による自主的な技術開発と学

習」や「地域住民と行政との協働と、そのための市民の主体的学習」が要請されています。この

ため、住民が主体的なエネルギーを発揮して、地域の資源を再評価し、地域の産業と生活文化と

の結合・人材と人材との結合をめざす取組が期待されます。そのためには、自治体の施策が重要

であり、住民の地域づくりにかかわる学習と、それに基づく計画づくりや実施への参画が重要で

あり、社会教育計画もそれらにかかわる住民の活動を支援する計画であることが求められます。 

 


