
 

令和２年度まちづくり推進住民会議「全体会議」記録書 
 

１．日 時  令和３年２月２７日（土）午前１０時００分～１２時０５分 

 

２．場 所  エコーセンター2000  １階 エコーホール 

 

３．出席者  ○一般出席者 ８０人（別紙名簿のとおり） ※前年度９５人 

○網走市出席者 ２３人 

（市長、副市長、教育長、企画総務部長、市民環境部長、 

健康福祉部長、観光商工部長、農林水産部長、建設港湾部長 

水道部長、学校教育部長、社会教育部長、消防長、庁舎推進室長 

健康福祉部参事、企画調整課長、財政課長、健康推進課長、 

ワクチン推進室参事、情報政策課長、市民活動推進課長、 

広報広聴係長、広報広聴係主事） 

 ※下線は説明・発言者 

○町連出席者 ８人 

（会長、副会長４人、事務局次長、事務局員２人） 

○報道関係 ２人 ～ 北海道新聞、マイタウンあばしり天都山 

 ※合計１１３人（前年度１２１人） 

 

４．会議内容 

（１）開 会  長尾町内会連合会副会長（司会者） 

（２）挨 拶  黒田町内会連合会会長 10：02～10：10 

        水谷網走市長     10：10～10：20 

（３）会 議 

【説 明】 

（１）令和３年度予算案の概要について（10:20～10:40） 

    意見交換（10:40～11:30） 

（２）新型コロナウイルス感染症の現状と取り組みについて（11:30～11:45） 

意見交換（11:45～12:05） 

（４）市長まとめ挨拶 

 

 



【（１）令和３年度予算案の概要について】 

●１ ＜参加者＞ 

 予算資料と決算時の説明について 

  ・要望です。予算案は、プレ発表が 2 月 16 日に行われており、その時点で出来て 

いるため、この会議の議案書も希望者へ事前配付し読んでもらえば説明もより理 

解しやすくなる。 

・この予算はコロナ禍の補正も入り 15 ヶ月予算になっておりわかりづらい。また、

コロナ禍で令和2年の事業が出来ず不要額が令和3年度に繰り越されると思うが、

額がどのくらいあるかなど市民が読んでわかるような資料も欲しい。 

・予算と同時に決算時にも、このような会議ができないだろうか。 

（水谷市長） 

  15 ヶ月予算や不要額については、議会で説明させていただいてますので資料はあり

ますが、配布方法や会議開催については、町連とよく相談させていただきたい。 

 （黒田会長） 

  決算時の会議開催については初めてのご意見ですので即答できませんが、市や町連

理事会と相談し検討したい。 

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

 

●２ ＜参加者＞ 

  行政のＡＩ化・免許返納について 

  ・行政のデジタル化、ＡＩの利用など近代的な行政のあり方について検討していれ 

ば教えていただきたい。 

  ・75 歳以上の免許証返納のバス券は 1年限りなのか。 

（岩永企画総務部長） 

国ではデジタル庁が設置され、9月から発足する。 

網走市においても行政システムの標準化について積極的に取り組まなければなら 

ない。網走市では、29 年度から児童手当や保育などの手続きをオンラインでできる 

ようにはしてきたが、ＩＣＴの機能を十分に活用できているとは思わない。 

今後もオンラインでの申請の拡充や庁舎外での証明書の発行等、市民サービスを向 

上させる。庁内においてもペーパーレスを進め、事務の効率化に向けて進めていき 

たい。特に新庁舎建設については、デジタルトランスフォーメーションの考え方に 

基づいて進めていきたい。 

（酒井市民環境部長） 

  毎年もらえるわけではなく、免許を返納した年にバス券をもらえる。 

 



（水谷市長） 

高齢者のスマホの所有率は 65％となっている。市内で実施したデマンド型どこバス

の実証実験で、スマホ予約は高齢者にとって面倒だと意見あった。 

スマホはデジタルにとって可能性があり、スマホが皆さんの幸せにつながり、便利

になる機器だということを知ってもらうことから始めたい。 

町内会や老人クラブにスマホの使い方や、デマンドバスの仕組みの研修なども行い

たい。テレビ電話を使用し孫と会話できる時代、実は便利なものが周りにたくさん

あることを理解できていないかもしれない。デジタルトランスフォーメーションは

行政の利便性だけではなく、皆さんの生活にも大きく関わること思いますので、そ

の使い方について事業として取り組んでいきたい。 

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

 

●３ ＜参加者＞ 

  町内会加入について 

みどり第１町内会は若い人も多く住んでいるが、町内会に入らないかと誘うが、様々

な理由で断られる。先ほどの免許返納のように、１万円もらえるというような具体

的なインセンティブが大事。町内会に入る事のメリットが若い人に教授できていな

い。現在の町内会のメリットが高齢者の懇親が中心で目立つが、今年はコロナ禍で

出来ない。そんな中、町内会に入るメリットは、生活情報の取得ということかと思

う。若い人たちが町内会に入ることにより、何らかのメリットがあるということが

今まで語られてきたのか聞きたい。 

（黒田会長） 

  まちづくりをしていく上で一番問題なのは、防犯の問題だと思っている。子供達を

見守り事故なく登下校させることができるか、まちの中で安心して遊ぶことが出来

るか、大人として課せられた一番やるべきことだと思っている。 

もう一つは、災害時の問題である。網走市は災害が少なく身近に感じないかもしれ

ないが、いざ災害が起きた時に隣の高齢者を誰が助けるのか。隣同士の顔が見える

お付き合いをしていくことが大切。災害時にはお互いに助け合わなければならない。

阪神淡路大震災の時には、助けに来たのは警察でも消防でも自衛隊でもなく、隣近

所の人だったという話もある。安心で安全に暮らしていくためにはどうしたらよい

かと、日頃から理事と話しあっている。 

＜参加者＞ 

地域に住んでいる高齢者が、子供たちのためにこんなことをしているという事をア 

ピールするのに、ＳＮＳを使うと若い人たちに伝わりやすいく、アパートなどに住 

んでいる若い親が町内会に参加してくれるかもしれない。子供に関する活動もある 

のであれば、尚更発信していくべきだ。また、防災ガイドブック更新するのなら、 



市と町連とで一緒になって作っていった方が良いのでは。 

＜参加者＞ 

町内会葬儀の話 

（岩永企画総務部長） 

 防災ガイドブックについては、東日本大震災の教訓として、個々の救命にあたった 

のは町内の方だったということを教訓に、市職員がなかなか避難所や直接被災され 

た方のところに行けないということを前提にした防災体制を作っていかなければな 

らないと考えている。町連とも様々な意見交換をしており、自主防災組織をどう組 

織していくのか、高齢者、若い方問わず、自分自身のこととして町内会に加入して 

いただきたいと問い掛けをしているところ。 

全面改訂をする防災ガイドブックについては、近年網走では台風の上陸や接近によ 

って、洪水や雨水の出水といった低気圧による災害、低気圧が急激に発達すること 

によっておこる暴風雪の災害が身近な防災の課題と考えている。雨や雪などの進行 

型の災害には初動をどうするかが重要だと考え、タイムラインの整備を進めてきた。 

暴風雪に対するタイムラインは完成したのでお示しできると思う。 

水害については、昨年の 10 月に 2級河川の車止内川や 1級河川の網走川についても 

北海道から浸水シミｭレーションが示された。それをお示しして、ハザードマップを 

改定し、それぞれで災害に備えていただきたい。 

自主防災組織による地域における避難体制の構築を目指して、様々な情報提供をし 

ていきたい。 

＜参加者＞ 

町内会に入る人を増やすためには、どんなメリットがあるのか、という質問です。

防災についてはまさにその通りで、進めて行くべきだと思う。 

戸建ての人なら終の住処と思って地域の人と交流するが、アパートの人はいつ転勤

するかわからないから町内会に入らなくて良いとなる。でも子供たちに対する見守

りを行っていれば、入るかもしれない。ゴミの収集、除雪、広報紙配布などに支援

金を出しているというのは、町内会に対するインセンティブである。個々の市民が

町内会に入ることへのインセンティブは今のところなかったように思う。 

具体的なメリットがあるかないかで若い人が入るかどうかということになる。 

（酒井市民環境部長） 

  各町内会のコミュニティは以前より薄れている。具体的にお金を出してのインセン

ティブのイメージは湧いていない。コミュニティを高めていくための具体的なイン

センティブについては即答できない。どのような手法があるか考えていきたい。 

＜参加者＞ 

地域の高齢者が学童保育のようなことをしていて、そこに市が補助を出していると 

いう事例もある。町内会の会員は増やすべきなのか。町内会役員をしている方が町 



内会って必要なのかと言いだしている。地域社会を創るうえでは、町内会がいきい 

きと活動すべきなのか。 

＜参加者＞ 

質問が偏っている。皆さんコロナのことが聞きたくて集まっている。 

一人に時間を割きすぎだ。進行して欲しい。 

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

 

●４ ＜参加者＞ 

  ゴミ処理場、防災ラジオ、水道、市債について 

・紙オムツについて美幌で焼却するというのは明治のゴミ処理場を新設した時点で 

わかっていたのでは。 

  ・防災ラジオの貸出状況を知りたい。 

  ・芦別の断水について二日経っても復旧しない。網走市において、水道や排水にか 

けるお金がこれで適切なのか。 

  ・市債について、網走市の借金と思いますが詳細内容について資料に載せて欲しい。 

（酒井市民環境部長） 

 紙オムツの焼却について、想定外だったのは、生ごみの堆肥化において異物の混入 

が多く処理しきれないこと。結果、埋め立てゴミが増えた。大空町から余力がある 

とお話をいただいている。令和３年度から委託処理をし今の明治処理場を長く使用 

できるようにしたい。 

（岩永企画総務部長） 

 防災ラジオについて、配布台数については今手持ち資料がない。 

市債については、ご指摘の通り。配布資料は議会や報道への説明資料としたものを 

配布しているので丁寧さに欠ける。今後は記載したい。 

（脇本水道部長） 

  平成 22 年と 25 年に大規模な断水事故があった。この経験を踏まえて、令和 18 年度 

までに、国の補助をもらいながら全ての導水管の交換を計画的に行っていく。 

下水道については、昭和 52 年に供用開始して以降、年数が経過しており基幹施設も 

老朽化していることから、国の補助を活用しながら計画的にメンテナンスしていく。 

＜参加者＞ 

冊子を事前（1週間～10 日前）に町内会に配付して、質問を先に受付けた方が良い。

資料を見てすぐに質問をするというのは難しいのでは。 

（水谷市長） 

 資料についてはそのような方向で進めていけるよう努力したいが、配布方法などは、 

町内会連合会と協議していきたい。 

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



●５ ＜参加者＞ 

  もち麦について 

・もち麦は健康的な食品として評価され生産が増える。網走市では来年以降は栽培 

の目途が立たないと聞いている。将来この麦の生産をどうしていくのか。 

  ・ふるさと納税について 19 億に対し 8億の返礼品となっているが、国は 3割とし 

ている。何を配っているのか。 

（川合農林水産部長） 

  品質の関係で上手くいかないところがあり、令和 3年度は 1,300 トンほど生産する 

ことになっている。令和 4年度以降はまだ調整できていない。 

市としては、重要なものであると考え、農地を守っていくうえでも必要な品種だと 

思っているので調整していきたい。 

＜参加者＞ 

将来性があるかどうかを含めお聞きしたい。 

（川合農林水産部長） 

ニーズが高いものなので、多いと思っている。麦稈貯蔵施設も増設していく。 

＜参加者＞ 

今年販売促進で予算 100 万円配分しているが、それを見越した配分ではないのか。 

今年だけなのか。 

（川合農林水産部長） 

将来に向けて栽培できるように、試験的な栽培をしてもらうということで予算を計 

上している。 

＜参加者＞ 

網走でいう寒冷地作物にプラスして広めていくのは良い事だと思う。是非、生産と

販路の拡大を要望したいと思う。 

（川合農林水産部長） 

ありがとうございます。生産者のみなさんと作っていきたいと思います。 

（田口観光商工部長） 

返礼品については３割となるが、残りの２割は品物を送る送料とＰＲの経費を合わ 

せて５割となる。返礼品の中身については、市内の事業者から提案されたものを周 

知し希望があったものを出すというかたち。約８割は水産加工品となっている。 

農産物も提案があれば可能となる、現実に一部農産物も入っている。 

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

 

●６ ＜参加者＞ 

  新型コロナウイルスについて 

コロナのせいもあり、セッティングが悪い。答弁者と距離がある。 



新型コロナ予防資材に補正で 5千万、コロナチラシが 31 回ほど出ていると思うが 

中身について前進がない。憶測でホテル関係や居酒屋の自主的休業等の情報がある 

が、市は何ら市民に知らせないのは問題。新型コロナウイルスワクチンに 1億 7千 

万となっているが、国が実施することであって市が実施するような書き方はいかが 

なものか。 

（水谷市長） 

・情報公開については後ほど議題 2で担当部長から説明する。 

・ワクチンについては、自治体の業務として取り扱うということになっている。国 

の財源をいただきながら、地方自治体が行うことになっているので計上している。 

＜参加者＞ 

市としては真水でいくら支出しているかを記載すべきだ。国からの中継ぎをしてい

るものを載せているだけ。10 万円配ったのも、市として 10 万円計上している。 

真水のことを予算書に載せる必要があるのでは。 

（水谷市長） 

歳入として国の交付金、補助金があり、支出として市の財源を支出している。 

予算上は網走市の支出、網走市の事業として計上している。 

国が直接ワクチンの接種をしているわけではなく、網走市が医師会や関係機関との 

協議の中で事業を行うわけで、財源は国、事業の実施は網走市となっている。 

 

 

 



【（２）新型コロナウイルス感染症の現状と取り組みについて】 

●７ ＜参加者＞ 

抗原検査について 

  34 回目に出されたチラシのなかで、抗原検査で陽性が出た場合、本人、家族の行動 

制限とあった。抗原検査は受けたいが、万が一陽性になったら、その後の体制が取 

れず不安に思っている人がいるのでは。小さい子供がいる方や常時介護をされてい 

る方など検査を受けたくてもその後のことを考えると受けられない人もいるのでは。 

もし陽性になった時、どうするのか。市がこういう援助できるから安心して検査を 

受けて欲しいというようなことを、費用も含めて具体的に提案するべきでは。 

（水谷市長） 

そうしたことで検査が受けられないのは、拡大させない観点から私達のできるお手 

伝いを考えていかなければならない。受けとめさせていただきたい。具体案はまだ 

持っていないが検討させてほしい。 

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

 

●８ ＜参加者＞ 

ワクチン接種方法について 

  ・集団接種などは動ける人なら良いが、高齢者は居住区の近くで接種できる体制を 

   取るべきなのでは。会場まで足を運ぶことが困難な人に対する接種は、コミセン 

や学校などで巡回接種での接種促進を検討すべきではないか。 

  ・市からどのような案内が来るのか。 

（桶屋健康福祉部長） 

  集団接種については、接種後の待機場所や密にならないよう広さが必要となること 

から広い会場に限定されてしまう。出向けない方については、要望を聞きながら検 

討していきたい。 

案内については、接種初日の２～３週間前には届くようにしたい。 

内容は、会場の設定日などで、１時間～１時間半間隔で予約を取れるようにする。 

できるだけ分かりやすいものにしたい。 

（水谷市長） 

会場を作る困難さをお伝えしたが、足の便がない方には例えばバスを出すなど、 

黒田会長や老人クラブと相談しながらワクチン接種率をあげる努力をしなければ 

ならない。ワクチンの入荷の状況を見ながら臨機応変に即座に打てるようにしてい 

かなければならない。 

＜参加者＞ 

コロナのワクチンは義務同様、対象者については接種状況を 100％に近づけて欲し 



い。希望する市民に 100％接種できるようにお願いしたい。 

（水谷市長） 

接種は義務ではなく、個人の判断。私たちは接種を推奨しお願いしていく。 

また、当市は、広い地域であることから、郊外地区にも数か所接種場所も設けるな 

ど対応したい。 

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

 

（長尾町連副会長） 

その他、議題以外に何かありますか。  （「なし」との声） 

 

（水谷市長）まとめの挨拶 

 

 

以上 

 

 


