
 
 

 
 

令和２年度 第１０回まちづくりふれあい懇談会記録書 

 

１．日 時  令和２年７月３０日（木）午後 6 時 30 分～8 時 20 分（1 時間 50 分） 

 
２．場 所  エコーセンター２０００ ２階 大会議室 

 
３．出席者  一般出席者    28 人  

網走市出席者   14 人（市長、企画総務部長、市民環境部長、健康福祉

部長、観光商工部長、建設港湾部長、庁舎整備

推進室長、企画調整課長、生活環境課長、介護

福祉課長、学校教育課長、庁舎整備推進室参事、 
広報広聴係長、広報広聴主事） 

町連等出席者   3 人（会長、地区連担当者、社会福祉協議会職員 1 名） 
計 45 人 

 
４．議事進行 地区連担当者 

 
５．挨拶・説明     

18:30    開会 
   市長あいさつ 

    町連会長あいさつ 
 ・ごみに関する質疑          （市民環境部長） 

      ・今後の高齢者に対する市の施策について（観光商工部長、健康福祉部長） 
          ・新庁舎建設基本構想について     （市長、庁舎整備推進室長） 
      ・その他質疑応答 
        市長あいさつ 
20:20   閉会 

 
 
 

 
 
 
 
 



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

【ごみに関する質疑】 

 

（参加者） 

     今日の新聞に会議中にお茶をコップで出すのをやめたとあった。お茶を出す人

の手間もかかる。大変なことではあるが、行政が指導しなければプラスチック

ごみがなくならない。50 年後には海は魚よりプラスチックごみの方が多くなる。

ごみが相当量溜まることとなる。我々が考えていかなければならない問題だ。 

 

〇市民環境部長 

     理想はペットボトルからグラスに分けると廃棄物は一つのペットボトルで済む。

廃棄物の量は少なくなるというのはおっしゃる通り。現在の会議では一人一人

にペットボトルを配るというのが馴染んできている。環境の点から考えて、到

着点としてはそれが望ましいが、時間をかけながら市民の皆様にも馴染んでい

けるようになればと思う。 

 

（参加者） 

     ごみステーションの手つかずの食品についてだが、士別の鉄工所の社長が生ご

みを機械に通すと、プラスチックと生ごみを分別する機械を作ったとテレビで

見た。金額は 300 万円ほどで注文から 3～4か月納品と見た。部品も特許を取っ

ているようだが、網走でも視察など参考になればとお話しした。 

 

〇市民環境部長 

知りませんでした。ありがとうございます。これから勉強したい。 

  

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

【今後の高齢者に対する市の施策について】 なし 
 

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

【新庁舎建設基本構想について】 

       

（参加者） 

     ・49 億円となっているが、国と市の内訳を教えてほしい。 

・Ｂ案で駐車場 72 台となっているが、公用車の駐車場はどうするのか。 

  

〇庁舎整備推進室長 

・借りるお金として 44 億円程のところ、国の財政支援（地方交付税）が 

11 億円、市の負担（一般財源）4.9 億円というのが公共事業適正事業債 

の内容となっている。 

・駐車場は 4 条側に来庁者用 72 台の確保ができる。Ｂ案だと公用車は一部置け 

るが、現在の公用車 60 台程あるので全て置くことは難しいと思う。 



（参加者） 

・当初、市は民有地は買わないと計画され、Ａ案で説明してきた。9月議会まで

あと何日もないこの時期になってＢ案が出て、この提案が市民にきちんと理解

されているとは思えない。 

・庁舎建設は地震など災害に強いものを建てるということと思うが、津波だけ

でなく、大雨による水害が多発している。気象庁もどの地域でも今回のよう

な大雨が起こっても不思議ではないとしている。16 年前、網走で大雨があり、

網走湖があったからかろうじて持ちこたえた。国土交通省、土木学会災害調

査団の網走水系の大雨による調査によると、当時 160 ミリ降ってその災害が

発生した。今回ずっと続いているのは、停滞前線を伴った何日にもおよぶ雨

が各地に被害をもたらしている。これも含めて検討していく必要がある。庁

舎建設財源も重要だが、検討委員会の中で水害についての検討が議事録を見

てもあまりないように思う。コロナに対する庁舎のあり方についての検討も

あまりないように思う。庁舎建設のあり方についてもっと時間をかけるべき。 

 

〇市長 

・検討委員会から答申を受け、それを含めて網走市の案を決めて、市民の皆様 

 に 10 回程、説明会を設けたいので理解を深めていただきたい。 

・大雨の件には、網走の年間降水量は 800～1,000 ミリであり、千年に一度の 

シュミレーションによる大雨の数値である１日に 405 ミリを想定している。 

 

〇庁舎整備推進室長 

・敷地については、5 つの建設候補地を市有地の中で設定していた。建設場所の 

あり方も含めて検討委員会に諮問した。検討委員会のな中の議論として、場所 

は金市舘跡地周辺地だが、実際に建物を設計した場合、市有地のみでいいのか 

という議論があった。市民の利便性を最優先に考えるべきで、ひとつのフロア 

の面積を大きくすることによって設計の自由度も高まり、市民が多く使う窓口 

機能を低層階に集める事ができるのではないかという話があった。 

6 条側にアクセスすることによって、郊外から集まるバス停があり、出入りで 

きるようになるのは有効である。このような議論があった上で答申された。 

これから網走市の基本構想を確定させていく中で、市民の利便性を一番に考え 

ていくことは必要なことであると考えている。 

・大雨の件については、16 年前の大雨は 24 時間に 160 ミリ降り、百年に一度の 

確立のデータである。ご家庭にあるハザードマップで示しているのは千年に 

一度の確立で１日に 405 ミリの雨を想定してのシュミレーションである。 

それでも街の中には水はつかないとなっている。想定外というお話がござい 

ますが、想定外を想定することは難しい。逆に平場に住んでいる人が高台に 

逃げる事ができない場合は一時避難スペースとして防災の拠点となるという 

のが市の考えである。 

 

 



（参加者） 

     水害の問題で、何日間にもわたりというのがここ最近の災害問題で、山や敷地で

吸いきれなかったものが一気に集まってくるという事例が多くなっている。 

千年に一度のシュミレーションというのは一回に降った量（24 時間）のことで、

今の水害は何日間にも渡ってそのような量が降り続いており、専門家がどこの

地域でも起こりうる状態であるとしている。 

 

〇庁舎整備推進室長  

可能性の話で、どこまでを想定するのか難しい話であるが、そのようなご意見が

あったということで承る。 

 

（参加者）  

・建設について庁内の検討委員会で話し合われ決まっている。建設用地について 

一切市民と議論をしないで決定されてきている。私有地も買わないと説明して 

きた。こうした状況に市民が庁舎建設に対してしらけている。これからの市政 

を推進するにあたって、市長にとってもマイナスと思う。市長は市民と連携を 

深めるまちづくりの方策を追求すべきだ。しらけているということは市民が協 

力しないということ。コロナ対策も庁舎建設も、市長はさっぱりリーダーシッ 

プをとってくれないと市民にささやかれている。市長の口から市民と一緒に進 

めるまちづくりの方策について改めてこの場で決意を聞かせてほしい。 

・基本構想案について、Ａ案、Ｂ案が並列で市民に示されているが、いつ・どこ 

で・誰が、１つの案に絞るのか、決めるのは市役所であり議会なのだから、そ 

の見通しを明らかにしてほしい。 

・市民の噂で、既にＢ案の私有地 508.98 平方メートルについて、土地代 1,500 

万、営業補償費 1,500 万、併せて 3,000 万で代替地を求めていると聞いた。 

土地代が 1,500 万となる根拠を示してほしい。南側のバス停側の私有地を買う 

とすれば、どのような形で買うのか見通しを教えてほしい。 

・現在の土地については、平成 30 年 12 月 17 日に商工会議所と商店街振興組合 

が要望書を市に出している。市役所ができて商店街が活性化するのか疑問で 

ある。要望書を出してから現在までの 1年半の間で市役所と商工会議所が一 

緒になって商店街の活性化のための協議はされたのか、このような形で活性 

化するという絵はできているのか。 

・工事費用について、49 億は本体の工事費であり、その他にいろんな経費がか 

かる。市民にとってはプラスアルファの工事部分がどれくらいかかるか、市 

民に知らせる必要がある。外構工事費、地盤基礎工事費、私有地購入経費、 

現庁舎の解体、引っ越し費用、現庁舎跡地の整地（2ｍの段差をどうするのか） 

など、このような諸経費を市民に示さなくては 49 億の庁舎が 70 億になるか 

もしれない。 

 

 

 



司会進行   

大変申し訳ないですが、質問につきましては、時間も決まっておりますし、 

他の方もいらっしゃいますので、簡潔にお願いします。 

      

（参加者） 

・今後 10～20 年の他の施設整備はどうなのか。公共施設の建て替え問題が出て 

くるだろう。例えば総合体育館、市民会館、消防庁舎、福祉センター等は、耐 

震の問題で建替えしなければならない。そして大きいのは、20 年後、東京農 

大が 50 年過ぎるので校舎の改築があるだろう。多額の補助金が求められる予 

想。市の財政を投資する事態が起きる。収入はどうなのか。国勢調査の結果で 

地方交付税が決まってくる。高齢化が進み年金暮らしが増え、税金の収入が減 

ることを見極めて財政の収支計画を立て市民と議論をする必要がある。 

・最後に庁舎の建設について、高齢化が進み市役所までいくのは不自由。住民票 

の交付などはなるべく居住区の近くでやりたい。例えばコンビニでできるシ 

ステムがあるなど。庁舎ができた時にそれに合わせた機材の導入も必要とな 

る。機材を置くスペースの確保、職員がどの程度必要なのか等の事務改善計 

画も一緒に検討してほしい。 

 

〇市長   

様々なご指摘ありがとうございます。リーダーシップについては不徳の致すと 

ころ。信頼いただけるように取り組む。庁舎については耐震化をしなければな 

らない、市民に案を示した中で議論していただいてきた。市有地 5箇所を検討 

し、総合的に金市舘跡地がベストであると判断し皆様にお示しをし、議論いた 

だいている。場所やあり方も含め諮問をさせていただいた立場であり、市長が

検討委員会の議論に横やりを入れるのは違うのかなと考えていた。諮問をした

後、答申を頂いて市の案を決めていこうと思う。市民との協働についてはその

通りで、これからの庁舎のあり方、まちづくりのあり方について意見交換しな

がら一緒につくっていきたいと思う。 

コロナについては、網走は保健所を持っていない。網走保健所は北海道のもの

であり、そこの情報以上はいただけない。記者会見を行い情報を発信したのは、

それをきっかけに感染拡大防止と人権擁護について訴えたかった。物足りない

会見だったかもしれないが、個人情報の部分もあるのでご理解いただきたい。 

 

〇庁舎整備推進室長 

・市の基本構想の決定について、現在、答申された内容を説明し皆様からの 

意見をいただき、それを受け 8月の 1週目で網走市の基本構想を決定し、議 

会で示したい。市の基本構想案は、8月 10 日から 4日間エコーセンターで説 

明会を開催する。 

・隣接民地の取得について、508 平方メートルの土地は、個人資産なのであまり 

詳細は言えないが、所有されている方が駐車場に使用し、それを生業としてい 

る。検討委員会からも早急にあたるようにと言われているので、交渉を始めて 



いる。条件として、市に協力することは構わないが代替地を確保してほしいと 

いうことで、代替地の予定は考えたが、今現在そこで建てることが議会で議決 

されていないので取得する予算も持っていない。それが整った時にはじめて正 

式に代替地の確保など話を進めるというストーリーは描いている。今は交渉の 

途中であくまでもそこで建てることが決まった時に、全て実行するという状況 

である。6条側のバス停がある土地について、地主が網走の方ではなく、管理 

されている縁者の方を通し交渉している。感触としては、協力はさせて頂くと 

いうお返事を頂いている。しかし、ここもまだ議会の承認を得ていないので、 

承認された時にという段階である。 

・土地の評価については、契約基準値・公示値などあるが、一般的な土地の売買 

は固定資産の評価の７割位としており、逆算し一般的な土地の売買における標 

準値価格を設定しました。標準値価格と買い上げようとする土地の道路の接し 

方や大きさ・奥行を土地価格基準法に基づいて、不動産鑑定士が通常評価する 

方式で評価している。 

・駐車場の損失補償については、事業者の方が駐車場の収益を生業としている土 

地であるので、それについての損失補償を考えていく方向で進めている。 

・商店街の活性化協議については、4条の商店街に対してはこれまでも空き家対 

策、空き店舗対策として市も支援している。現在新店舗が進んでいる状況であ 

る。ただ具体的な絵は特につくっていない。それに向けて新庁舎建設やウォー 

ターフロントエリアの再開発事業などもあるので、観光地からの人の流れを含 

めて一定の方向性を考えていく必要がある。 

・工事費用の総額の考え方については、現在わかっている範囲では議会の議決が 

得られれば、年度内に設計の発注をしなければならない。設計にあたっては、 

地質調査や測量調査が必要になる。その経費が1億8千万円程度は必要になる。 

引っ越し費用、備品購入については設計していかないと分からない。特に執務 

室のレイアウトの関係は、基本設計をコンサルタントが独自で進めていくと、 

後から机やロッカーが入らないということになるので、基本設計と同時に執務 

レイアウトの調査も行っていきたい。そういうものが出てくると総額がわかる 

ので、早急に進めて分かった時点で皆さんにお示ししていきたい。 

     ・事務改善については、庁舎が建つ建たないに関わらず、文書管理システムや今

回のコロナでのオンラインの会議のあり方については検討しなければならな

い。既に補正予算対応なども考えながら調査・研究を進めている。現時点で出

来上がったものは新庁舎に踏襲していくことになり、住民票の交付についても

他市で取り入れているところもあるので、ＩＣＴ機能を導入するなかで取り入

れていきたい。 

 

〇企画総務部長 

財政について、網走市が大変厳しいだろうという指摘があったが、それは事実で

あると思う。ただ、借金の残高は、これまで過去に大きな公共事業を積極的に行

ってきたので平成 14 年のピーク時は 530 億円あった。これを長い時間かけて財

政健全化を進めた結果、平成 31 年度には 340 億円まで減少した。この中には、



国が本来負担すべき経費を網走市が肩代わりしているものがあるのでそれを除

くと 200 億円台になる。この水準は網走市と類似した自治体の借金が 210 億円と

なっているので、おおよそ他の自治体と同規模まで改善できた。財政状況が厳し

いなかで、市民会館や消防本部、総合体育館の改築もあるのではとのご指摘につ

いては大型施設の改修・改築をした時に市民サービスが低下するのではないかと

いった点ですが、これまでもエコーセンターの建設に 60 億円、レイクサイドパ

ークのとろ 40 億円、明治ごみ処理場 30 億円かけて整備したが、そのことによっ

て市民サービスが損なわれたということはないと思っている。この 20 年間で支

出の状況がかなり変わってきている。道路や建築などの土木費は半減、高齢者や

子育て世帯にかかる民生費、ごみ処理、医療、健康管理などの衛生費、こういっ

た市民生活に密接で直接的で継続してかかる経費が大きな割合を占めてきてい

る。一方で大型事業の償還や呼人小学校の改修の借金が今年度で終わり、中央小

学校、エコーセンター、レイクサイドパークのとろ、の建設償還もあと 5～6 年

となっていることから、毎年の借金返済が徐々に減少していって支払い能力が良

くなる。借金残高については施設の改修などの借金を毎年 20 億円程度を見込ん

で加えたとしても、毎年の償還額（減少の方）が大きくなっていく。総額は徐々

に減少していく。新庁舎建設については国の財政支援がある有利な借金を活用し

て、将来世代に過度な負担が生じないような財政規律を守った事業を目指してい

きたい。 

 

（参加者） 

・ラルズ跡地に建てるから民有地には手をださない、と言っていたのに、なぜそ 

の土地を購入することになったのか。聞くところによると、Ｂ案に傾いている。 

どういうことで、いつ、そういうことに変わったのか知りたい。 

・代替地については、水面下で行うのは仕方ないが、市民会館の前の空き地（現 

在駐車場）になっている辺りだとは思うが、坪 30 万円で買うという根拠のな 

い話がある。市長の口からはっきりとこのような経緯でＢ案になったという 

ことと、代替地が現在どうなっているのか、生の声を聞かせてほしい。 

 

〇市長   

なぜＡ案、Ｂ案が出たのかというと、一昨年、市有地で建設するのがベストで 

あると諮問させていただいたところ、8回の検討委員会の中で土地を広げて市 

民の利便性を確保した方が良い。よって周辺の民有地を取得しなさい、という 

答申があった。答申案としてＡ案Ｂ案あるが、今日いただいた意見とパブリッ 

クコメントを含めて 8月上旬に網走市の案を決めたい。今日の段階でＡ案・Ｂ 

案をどちらかと決めるものではない。値段については把握していない。 

 

〇庁舎整備推進室長 

個人の資産なのではっきりいくらとは言えない。土地の値段が坪 30 万というこ

とにはならない。坪 10 万もおそらくいかないのでは。 

 



 

（参加者） 

     市民会館の前にある駐車場のことだと思うが、噂では、水面下で交渉して 200

坪を3,000万というから坪15万になると思った。根拠のある話なのかないのか、

あるいはそこまで交渉は進んでいないか秘密にしないで市民に聞かせてほしい。 

 

（参加者） 

     土地の問題については取引する前提として路線価など参考数値がある。28 年に

市役所が土地を買った 3,800 万円は公示価格より安く買っている。買う時にはそ

ういうものを参考にして市民の誤解のないように買えば済む話、その辺りをきち

んと整理して答弁してほしい。 

 

〇庁舎整備推進室長 

     価格については、不動産鑑定士が行う方法などで検討しますが、仮定段階ですし、

個人の資産になるので値段については、はっきり言えません。おっしゃられてい

る価格は噂です。 

 

（参加者） 

時間も過ぎておりますので、議事進行してください。ふれあい懇談会は 3つの 

テーマがあり、時間も決まっているので、それは原則守ってほしい。 

議題は重要であることは理解するがあまりにも多岐に広がり、ふれあい懇談会 

になじまず、お帰りになった方もいるので、このまま進めても正当な議論がで 

きないと思う。進行の方で整理してまとめて欲しい。 

 

司会進行 

ご意見いただきましたとおり、予定時間を過ぎ、多岐にわたっております。 

皆様におかれては、予定時間をもとにお集りいただいておりますので、 

ただ今の議論をもって閉めとし、市長より挨拶いただきます。 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
【挨拶】 市長 

 
 


