
 

 

 
 

令和元年度第３回まちづくりふれあい懇談会記録書 

 

１．日 時  令和元年 8 月 20 日（火）午後 6 時 30 分～8 時 17 分（1 時間 47 分） 

 

２．場 所  呼人コミュニティセンター 多目的ホール 

 

３．出席者  一般出席者    18 人  

網走市出席者   12 人（市長、教育長、企画総務部長、市民環境部長、

観光商工部長、建設港湾部長、企画調整課長、

企画総務部参事、総務防災課長、総務防災課参

事、生活環境課長、広報広聴係長） 

町連等出席者   3 人（久守副会長、浅利氏、社会福祉協議会職員 1 名） 

計   33  人 

 

４．議事進行 浅利氏 

 

５．挨拶・説明     

18:30    開会 

18:30    市長あいさつ （3 分） 

18:34    町連 久守副会長あいさつ （2 分） 

18:37    新庁舎建設に関し寄せられたご質問やご意見等について（21 分） 

18:58   質疑応答（18 分） 

19:16   地域ＦＭラジオでの緊急防災情報の提供（9 分） 

19:25     質疑応答（2 分） 

19:27     ごみの分別に関する質疑応答（13 分） 

19:40   その他質疑応答（36 分） 

20:16   市長あいさつ（1 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 副市長 部 長 課 長 係 長 係 

       発  



【新庁舎建設に関して】 

 

（参加者）    市町村役場機能緊急保全事業というのはこの先はないのか。特別にで

きたものなのか。 

 

▽市長      熊本地震の際に宇土市の市役所が壊れ、立ち入り禁止となり、庁舎が

機能を失い罹災証明も出せず、福祉サービスもできない状態となった。

こうしたことが日本中で起こる可能性があるため、国が早期の整備を促

すために補助をすることになった。庁舎の建て替えは住民の合意形成が

必要なことから時間がかかるものである。本来なら２０２０年度までに

完成しなければならなかったが、条件が緩和され実施設計に入っていれ

ば対象となった。 

 

（参加者）    候補地は決まったわけではないと思うが、昔は地震があったと思う。

地震に強い、津波に強い市役所を建ててほしい。 

 

▽庁舎整備推進室長  地震に強い免震、制振といった工法など、大きな地震がきても大丈夫

なものとなるように検討する。 

 

（参加者）    ラルズ跡地は駐車場にするとのことだが、この土地はお金を出さなく

ても駐車場として提供してもらえるのか。 

 

▽庁舎整備推進室長  具体の話はまだこれからだが、金市舘ビルを壊す際に国の補助金と市

の補助金を利用しており、中央商店街振興組合との３者で負担をした。

国の補助の条件として、駐車場やイベントに使うものとして補助金を受

けているので、今と同じような使い方とすることには問題がない。ここ

に庁舎を建てることはできない。買うことや第三者が取得することはで

きない。市役所では駐車場として使い、使っていないときはイベントで

使ってもらうということがいいのではないかと考えている。 

 

（参加者）    市が使わないときは一般に開放するとのことだが、市が使っていると

きは買い物のために利用することはできないということで良いか。 

 

▽庁舎整備推進室長  これから協議が必要だが、今でも、土日などは商店街でステージを作

ったり利用しており、そういう使い方ができるようにしたいと考えてい

る。どういう使い方ができるかは補助金の要件も確認しこれから精査す

る必要がある。 

 

（参加者）    四条通りの活性化という意味では、市役所の駐車場となると、さらに

駐車場が減り、中心市街地に人が来づらくなるのではないか。 

 



▽庁舎整備推進室長  民間活力の起爆剤の一例として、バスターミナルの整備は周辺の土地

を巻き込んで、駐車スペースとして使える場所を用意するような再開発

行為をするということも出てきている。四条通りだけに限るのではなく

川から南側のエリアの中で民間の開発事業が進むことで新たな駐車場が

できる。そういうことが活性化につながる。 

 

（参加者）    現在の市役所の駐車場のように使えるのか。全部が市役所の駐車場と

なるのか。 

 

▽庁舎整備推進室長  中央商店街振興組合との協議による。 

 

（参加者）    現庁舎の解体費用はどの程度を見込んでいるのか。 

 

▽庁舎整備推進室長  他の事例として、網走高校の解体は約２憶７千万円程度。面積で割り

返すと２億５千万円程度かかる。 

 

（参加者）    時間の制限がなかったら、市民会館など他の場所が候補地となるのか。

国からもらえる 10 億分をふるさと納税で賄うこととすれば、時間の制限

がなくなるのではないか。 

 

▽庁舎整備推進室長  お金をかけないように考えると、市有地のあるところから考えた。そ

の中から総合的な判断をした結果となっている。 

         ふるさと納税については、昨年は 14億円あったが、市に残るのは 7億

円程度。その使い道はいろいろなものに使うことが決まっているので、

それを全て庁舎建設に使うということはできない。 

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

【防災ラジオ】 

 

（参加者）    自分が持っているラジオではＦＭあばしりがほとんど聞こえない。防

災ラジオの場合は大丈夫なのか。 

 

▽企画総務部長  天都山から電波が出ているが、山裾が聞こえにくいという事は聞いて

いる。防災ラジオの機械には伸ばして使うアンテナの他に、紐アンテナ

があるので、それで聞こえる場所を探していただく方法がある。また、

デジタル放送になる前のＶＨＦ放送用のアンテナに接続するなど、複数

の方法がある。それでも聞こえない場所もあるようであり、万能ではな

い。 

 

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

 

 



【ごみ分別に関する質疑】 

 

（参加者）    今まで住んできた町ではプラスチックゴミは分別することで無料で出

せるところが多かった。また、網走では生ごみ、紙おむつ、プラスチッ

クが同じ黄色の袋であり、収集されずに置いて行かれるものがあるのを

見ると、分かりにくい所があるのではないか。プラスチックは資源ゴミ

とならないか。きちんと分別することで、よりお金がかからないような

仕組みでできると良い。 

 

▽市民環境部長  黄色い袋は、生ごみ、紙おむつ、プラごみとしているが、この３つは

同じ料金として、同じ袋を使うことにしている。赤い袋の埋め立てゴミ

は２倍の料金となる。分別可能なものを正しく分別してもらえれば、埋

め立ての半分の料金になるということ。 

         袋を他の色で分けることは、さらに他の色を増やすと、販売店の売り

場を確保することが難しくなるため、現状は２種類としている。 

         容器包装プラスチックごみは、処理が有償であるため、有料ゴミとな

る。 

 

（参加者）    持ち込みゴミは 100kg が基準となっているが、100kg まで貯めることが

難しく、処分場までが遠く頻繁に行くことができない。緩和してもいい

のではないか。 

 

▽市民環境部長  持ち込みするゴミを制限したいということが大きな理由であり、向陽

ヶ丘や明治の地域のために車の通行量が増えないようにしている。今後

緩和するかどうかは時間をかけて判断したい。 

 

（参加者）    収集されずに置いて行かれたゴミについて、出した人が気付かずにそ

のままになるのは嫌なので、回収し開けて正しく分別しなおした事が何

度かある。個人でやることではないと思い、そのまま放置したこともあ

るが、放置しても数日で収集されることがある。 

 

▽生活環境課長  違反ゴミについては、まず置いていくようにしている。１～２週間そ

のままにし、残っているようであれば埋立ゴミとして回収する。違反ゴ

ミが続く場合はパトロールを行い、中身を確認して可能な限り指導や啓

発看板を設置するなどしている。 

         地域の方から注意することはトラブルとなることもあるので、何かあ

れば市に連絡してほしい。 

 

▽市民環境部長  残していったゴミには、再発防止のためステッカーを貼り、何が間違

っているのかわかるようにしている。 

 



（参加者）    電気炊飯器等は袋に入れて捨てても良いのか。粗大ごみ処理券を買っ

て貼るしかないのか。 

 

▽生活環境部長  赤の袋に入るものであれば、それでよい。袋に入らない家電製品はゴ

ミ処理券を貼って出してもらえばよい。 

 

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

【その他】 

 

（参加者）    網走脳神経外科に勤めている。脳外科について、市で考えていること

があれば教えて頂きたい。 

 

▽市長      急性期における脳疾患について、網走脳神経外科病院に今まで担って

いただいていたが、経営方針、経営判断によって休止するという話をい

ただいた。網走で急性期脳疾患の受入ができないこととなったため、北

見日赤にお願いをし、北見に搬送し直ちに治療ができるように体制を作

った。今まで網走脳神経外科病院は網走だけでなく、斜里、清里、小清

水の患者も受け入れていた。網走の患者が網走脳神経外科まで１５分で

行けたところが北見日赤となると４５分から１時間かかる。脳疾患は一

般的に３時間が一つの壁といわれている。ウトロや清里からとなると移

動だけで２時間かかる。冬はもっと時間がかかる。脳疾患の医療体制を

地域に残すことが必要だという意見をたくさんいただいた。急性期の脳

疾患に対する体制をどう確保できるのかということを地域の市町村と協

議をしながら検討しているところである。市民の不安な気持ちは受け止

めている。安心していただけるよう努力する。 

 

（参加者）    手術を必要としない場合は、網走脳神経外科病院で診てくれるのか。 

 

▽市長      脳梗塞の場合は、開頭することなく薬で治療する。薬で対応できるも

のは受け入れる。救急車での搬送先は救急救命士がトリアージにより判

断する。 

 

（参加者）    脳梗塞の場合は４時間半というタイムリミットがあるが、その人の持

病などが加味されて判断される。今の網走脳外科病院では薬で治療がで

きない場合も出てきており、北見日赤に搬送されることになる。軽い脳

梗塞の場合は薬で治療する。軽いものでも我慢するのではなく、すぐに

受診することが大切である。 

 

▽市長      地域の医療を確保しなければならない。今まであったものがなくなる

と住民は不安に思う。しっかりと進めていく。 

 



（参加者）    呼人地区にお店がなくなっている。以前にコンビニができるという話

があったようだが、どうなっているのか。 

 

▽観光商工部長  呼人地区の町内会の方に協議いただいて、セイコーマートと話をさせ

ていただき、場所の提案をしたが、最終的に断られた。セイコーマート

としては新たに場所を見つけて新店舗をやりたい意向はあるが、市や地

域がどういった協力ができるかというところで、話は止まっている。今

のところ情報は入ってきていない。 

         今まで店舗だった建物を改修して使えるのではないかという話が進ん

でいるとの事だったので、セイコーマート側に聞いたところ、そうでは

ないということだった。          

 

（参加者）    ダメな理由は何なのか。どういったものを提案すればセイコーマート

は話を進めてくれるのか。 

 

▽観光商工部長  第一に集客できる場所でないとの事だった。市としては、スポトレも

あり購買力のある地域だということをアピールしたが、そういうイメー

ジを持っていなかった。 

         車の流れを見ると、他の地区の方がいいのではないかと考えているよ

うだった。 

 

（参加者）    経過として、まず既存の店舗を改修して使うということで協議をした。

その後、市の担当者と一緒に協議をしたが、「全体構想を見直した」とい

うことを聞いている。郊外型の場合は、小さい店舗ではなく集客できる

大型のコンビニが必要との考えであった。そのためには大きな敷地がな

いかということで、市とも一緒に検討したが、十分な場所がないことが

話が進まない理由だと聞いている。 

 

（参加者）    コンビニができる話が終わりになっているのであれば、その旨を区長

なりに連絡してほしかった。 

 

▽観光商工部長  連絡はしていた。 

その後もセイコーマートが土地を探しており、土地所有者が市外の方

のため、その方との連絡が取れる方を探しているところだと聞いていた。 

 

（参加者）    現在話が止まっているのはわかったが、これまでの途中経過を地域に

説明すべきではないか。 

 

（参加者）    このことは、呼人の地域の問題であり。市に説明を求めるものではな

い。 

 



▽観光商工部長  一番最初に、呼人の町内会から要望書を出したいというお話があった。

市としてはまだセイコーマート側と連絡も取っておらず、どういう方法

で進めるとその可能性があるのかもわからない状況であったので、町内

会の方で話を詰めて、方向性が見えたときに要望書をもらって正式に進

めるという事にしていた。そのため、正式に要望を受けたという段階に

は至っていない。 

 

（参加者）    病院がだんだん減っている。科目も限られる。泌尿器科がない。医師

を確保してほしい。 

 

▽市長      泌尿器科の医師を派遣してもらえるよう働きかけているが、難しい。

高齢化社会に向かって、泌尿器科と整形外科が必要だと思っている。努

力する。病院が減っていることに関しては、開業医の誘致に向けて取り

組んでいる。 

 

（参加者）    『呼人の事は呼人の人がやりなさい。』『街中の事は市役所がやります』

という感じを受ける。呼人の高齢化、少子化は進んでいる。市長はどう

考えるか。呼人に対して市が冷たくなったように感じる。 

 

▽市長      まったく思っていないことであり、そういった説明をしたわけではな

い。ただし、そういう風に聞こえたという事だと思う。お店の件につい

てそう感じた部分が大きいのだと思うが、今まで市と町内会で話し合っ

ていたことが、皆さんに共有されていなかった事がそう思わせたのだろ

うという印象を持った。普段からこうした地域と市役所とのお話がもて

れば、今日のような誤解はなくなるのだろう。お話の回数が少なかった

ことを反省する。 

 

（参加者）    老人ホームについて、静湖園は元々呼人の有志の方々が土地を買って

市に寄付したところから始まっている。それが大曲の河川に近い危険な

場所になってしまった。呼人の人口減につながっている。 

 

▽市長      静湖園の養護老人ホームが民間の介護施設に変わった。静湖園を建て

替えなければならないとなった時に、大曲の介護施設の横に作ることで、

介護を担う人を２つの施設で効率的に運営することで、介護施設の充実

をは図ることができるだろうという民間の判断があった結果である。 

         呼人を疲弊させるためにやっていることではない。 

 

（参加者）    呼人は高齢化率が高い。呼人レインボーハイツをなくすのをやめてほ

しい。 

 

▽市長      民間施設であり、民間により計画が進んでいる。 



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

６．まとめ   水谷市長 

 


