
 

令和２年度 

 まちづくりふれあい懇談会次第 

 
（開催日時・会場は裏面のとおり） 

 

１．開会 

 

 

２．主催者あいさつ 

（１）網走市 

 

（２）網走市町内会連合会 

 

 

３．懇談テーマ 

（１）ごみに関する質疑【市民環境部】 

（２）今後の高齢者に対する市の施策について【健康福祉部】 

（３）新庁舎建設基本構想について【庁舎整備推進室】 

 

４．その他質疑・意見交換など 

 

 

５．閉会 

 

 



 

令和２年度「まちづくりふれあい懇談会」開催日程 

 

 

№ 日 時 会 場 地 区 

１ 
7 月 6 日（月） 

18 時 30 分より 

駒場住民センター 

（駒場北 4丁目 37-118） 
駒場 

２ 
7 月 7 日（火） 

18 時 30 分より 
天都山丸善会館 天都山、天都山丸善 

３ 
7 月 8 日（水） 

18 時 30 分より 

潮見コミュニティセンター 

（潮見 4丁目 113-1） 
潮見、八坂 

４ 
7 月 10 日（金） 

18 時 30 分より 

農村環境改善センター 

（北浜 235-10） 

浦士別、栄、清浦、北浜、娜寄、 

音根内、丸万、実豊 

５ 
7 月 17 日（金） 

18 時 30 分より 

藻琴研修センター 

（藻琴 213） 

藻琴、昭和、山里、稲富、豊郷、 

東網走、中園 

６ 
7 月 22 日（水） 

18 時 30 分より 

向陽ヶ丘住民センター 

（向陽ヶ丘 4丁目 1-11） 
向陽ヶ丘、明治 

７ 
7 月 27 日（月） 

18 時 30 分より 

南コミュニティセンター 

（つくしヶ丘 4丁目 8-5） 
つくしヶ丘、鱒浦 

８ 
7 月 28 日（火） 

18 時 30 分より 

西コミュニティセンター 

（大曲 2丁目 5-6） 
大曲、三眺、新町 

９ 
7 月 29 日（水） 

18 時 30 分より 

呼人コミュニティセンター 

（呼人 334-1） 
呼人 

10 
7 月 30 日（木） 

18 時 30 分より 

エコーセンター2000 

（北 2条西 3 丁目） 

南東、南西、北東、北西、港町、 

台町、桂町、錦町、緑町、海岸町、

二ツ岩、美岬 

 



R2.7 市民環境部 生活環境課 

令和２年度 まちづくりふれあい懇談会 

ごみステーションと違反ごみの状況について 

１ ごみステーションのマナー違反について 

 ごみステーションは、設置している地域の方で管理されていることから、自宅の近くのス

テーションを利用することとして広報しています。 

 なお、幹線道路沿いでは、区域外の人が勝手にごみを出していくなどのマナー違反が見受

けられます。特定できる場合は市から指導をしますので、通報等のご協力をお願いします。 

 

２ 年度ごとの違反ごみの数 ※シールを貼り、違反ごみとした件数 

年 度 ２９年度 ３０年度 元年度 

①違 反 ご み ９４，９６０ ８８，６００ ９０，９２６ 

 うち未分別 57,265 66,977 70,320 

 うち曜日違い 25,141 14,851 14,553 

 うちその他 12,554 6,772 6,053 

月平均①÷12 月 ７，９１３ ７，３８３ ７，５７７ 

※うちその他は、指定袋を使用していない、容量オーバー、資源物混入、市が収集しないものなど 

 

３ 直近３か月の違反ごみの数 ※シールを貼り、違反ごみとした件数 

年 度 ４ 月 ５ 月 ６ 月 

２９年度 ８，８５９ ７，９１２ ７，８１６ 

３０年度 ６，８２２ ６，５４８ ７，４２８ 

元年度 ９，４３６ ９，４１１ ８，８４１ 

２年度 ６，４０５ ６，２４９ ５，８０１ 

※１か月当たりのごみ袋の数 18,000 世帯×2袋×8回≒28 万袋 ⇒ 違反の率は約 2～3% 

 

４ ごみ・資源物ステーションの設置数 

ステーション 

設置数（H31.4） 

一般ごみ 資源物 ごみ資源共有 計 

１，２７２ ７７８ ２６６ ２，３１６ 

 

５ 資源物の収集について 

 祝日と祭日は、資源物の収集を実施していません。 

ただし、２週連続で同じ曜日に祝日と祭日が続く場合は、連続する後のほうの日は収集を

実施しています。 

祝祭日に資源物を収集していないことや、連続する場合は後のほうの日に収集することに

つきましては、毎月発行する市の広報でお知らせしていますが、機会あるごとに広報してま

いりたいと考えております。 

 



R2.7 市民環境部 生活環境課 

６ 間違った捨て方のうち、最近多いもの 

（１）マスクの捨て方 ～使い終わったマスクは埋立てごみです～ 

 マスクは不織布や布でできているので、「埋立ごみ（赤い指定袋）」で出してください。 

紙と間違って、「生ごみ」や「資源物のざつ紙」の中に入れている方が見受けられます。

感染防止のためにも、「埋立ごみ」に入れていただくようお願いします。 

 

（２）未開封の食品（手つかず食品）の捨て方 ～食べ物を大切にしましょう～ 

賞味期限切れなどの未開封の食品がそのまま「生ごみ」や「埋立ごみ」として出される

ことがあります。 

止むを得ず捨てる場合は、中身は「生ごみ」、容器や包装は「容器包装プラスチック」へ

それぞれ分別して出すようお願いします。 

基本的なことではございますが、計画的にお買い物をし、食べ物を粗末にしないように

することが一番大切なことであり、食品ロスの削減につながります。 

 

（３）指定ごみ袋の使い方 

  ごみ袋に詰め込めるだけ詰め込み、容量オーバーで出されるケースも見受けられます。

特に生ごみは容量オーバーで出されると、倒れたときに水分が出るなど、ステーションの

状況が悪化してしまいます。また、収集する際にも、中のごみがこぼれてしまうなどの影

響があります。 

袋の容量を守り、きちんとしばって出していただくよう、ご協力をお願いします。 



1 

 

 

■網走市における高齢化の現状 

◆人口及び世帯数 

  ①人 口（令和 2年 5月末） 

   ＊総人口       ３４，６６４人 

   ＊65 歳以上      １１，２１０人 

   ＊高齢化率       ３２.３４％ 

  ②世帯数（令和 2年 5月末） 

   ＊総世帯数     １７，８３３世帯 

   ＊高齢者のみの世帯   ６，０１６世帯（うち単身世帯３，４７６世帯） 

◆高齢者人口の推移 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆介護認定者（認定率）の推移 
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■介護・福祉施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者向け住まい 

 

 

 

 

 

 

■施設等整備の今後の見通し 

現在、介護・福祉施設については、空きがない状態で待機者が生じているのが現状です。 

施設ごとの申し込み状況に違いはありますが、重複申し込みや他施設の既入所者を除き、在宅で生活

する待機者は、100 人程度と考えられます。 

施設の整備については、介護保険事業計画に位置付ける必要があり、計画の策定に当たっては、法

人・事業者を対象に計画期間のサービス見込み量調査を実施し、併せて、高齢者人口や要介護認定者

の推移を見込み、介護保険事業計画における策定委員会で意見を聴取します。 

    待機者の状況に合わせて施設を整備した場合、一時的な待機解消は図られますが、施設運営に伴う

費用は、直接、介護保険料に影響するため、被保険者の負担が増加します。 

    また、高齢者人口は、2030 年の後期高齢者人口のピークを境に減少傾向に転じることが想定されるた

め、過度な施設整備は、入所者の確保や施設の維持など、将来的に法人や事業者の経営を逼迫させる

おそれもあります。 

市としては、これらの状況を踏まえるとともに、現在、令和 3 年度から令和 5 年度の 3 年間を期間とし

た第 8 期介護保険事業計画の策定を進めておりますので、法人・事業者や計画策定委員の皆様の意見

を伺いながら、適正な施設整備に努めます。 

施設種別 施設数 定員等 対象者 備考

市営住宅（大曲30戸）
道営住宅（ｻﾝﾘｯﾁｳﾞｨﾗ30戸）

合計 3 80

高齢者向け優良賃貸住宅 1 20 60歳以上

シルバーハウジング（高齢者世話付き住宅） 2 60 60歳以上

施設種別 施設数 定員等 対象者 備考

令和2年12月・移転増床
42床→70床

地域密着型 令和3年3月・1施設廃止

小規模特別養護老人ホーム 44床→36床

 地域密着型

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

地域密着型

特定施設入居者生活介護（ケアハウス）

12 60歳以上

18 要支援1以上 特定施設入居者生活介護

97 要支援1以上 特定施設入居者生活介護

25 60歳以上

20 65歳以上

30 要支援1以上 特定施設入居者生活介護

合計 23 667

19 60歳以上

サービス付き高齢者向け住宅 3

養護老人ホーム 1

住宅型有料老人ホーム 1

対象者は施設により違い有

1 20 要介護1～5

軽費老人ホーム（ケアハウス） 1

介護老人保健施設 2 169 要介護１～5

10 171 要支援2～要介護5

特別養護老人ホーム 1 42 要介護3～5

3 44 要介護1～5



網走市新庁舎建設基本構想（案）
概要版

『網走市新庁舎建設基本構想』は、現庁舎の課題（耐震
性の不足、施設・設備の老朽化、省エネ・バリアフリー
等への対応不足など）を解決するため、網走市新庁舎建
設基本構想策定検討委員会や地域説明会、まちづくりふ
れあい懇談会、市民アンケートなどの意見・提案を踏ま
え、基本理念や方針、建設位置などを定める「構想編」
と、これをより具体化し、新庁舎に備える機能や規模な
ど、今後の設計や施工に向けて基本的な整備方針を整理
する「計画編」を併せて策定するものです。 〈現庁舎：本庁舎（上）／西庁舎（下）〉

新庁舎の基本理念・基本方針について

市民に自然にやさしいスマート庁舎

基本理念

基本方針１

現庁舎の課題や新庁舎の果たすべき役割などの整理をもとに、より充実した市民サービ
スの提供と効率的な行政運営を目指して、新庁舎建設の基本理念を次のように設定します。

あらゆる人が利用しやすい窓口や交流・
相談の場を設ける庁舎とします。人にやさしく市民に親しまれる庁舎

基本方針２ 耐震性能を確保した災害に強い安全・安
心な庁舎とします。防災拠点となる庁舎

基本方針３ 省エネルギー・再生可能エネルギーなど
の推進や建設費から維持費までの生涯費
用を低減させる庁舎とします。環境にやさしい庁舎

基本方針４ 地域の核となり、周辺の市街地形成や都
市整備と一体となったまちづくりに寄与
する庁舎とします。まちづくりの拠点にふさわしい庁舎

基本方針５ ＩＣＴ等を有効活用し、市民サービスの
向上と事務の効率化を図り、高度なセ
キュリティ機能を有する庁舎とします。効率的で情報化に対応できる庁舎

基本方針 導入機能・方針

基本方針１
人にやさしく
市民に親しまれる
庁舎

窓口機能
・窓口業務を行う関連部署を低層階に集約
・ワンフロアストップサービスの採用
・使いやすい、わかりやすい窓口カウンター
の設置

・プライバシーに配慮した相談スペースの設置

行政事務機能
・効率的で最小限の執務スペース
・間仕切りのないオープンフロア
・ユニバーサルレイアウトの採用
・会議形態や利用人数に対応できる会議室
など

バリアフリー
ユニバーサルデザイン機能
・総合案内の設置
・わかりやすい案内表示板
・障がい者等に配慮した駐車場
・多目的トイレや授乳室等の設置など

議場・議会関連諸室機能
・市民に開かれた議会
・議会関連諸室の効率的な配置
・容易に議会情報を入手できる環境整備

基本方針２
防災拠点となる庁舎

防災拠点機能
・災害対策本部の整備 ・重要諸室を中層階以上に設置
・７２時間の非常用電源の整備 ・一時避難スペースの確保など

セキュリティ機能
・重要エリアの入退室管理 ・防犯カメラの設置
・個人情報保護に配慮したレイアウトなど

基本方針３
環境にやさしい庁舎

環境負荷低減機能
・省エネルギーの推進
・再生可能エネルギーの活用、検討など

維持管理機能
・建築物の長寿命化や更新時への配慮など

基本方針４
まちづくりの拠点に
ふさわしい庁舎

市民活動機能
・自由に過ごすことができる待合スペースの
設置

・駐車場はイベントや市民活動・市民交流に
活用など

基本方針５
効率的で情報化に
対応できる庁舎

ＩＣＴ機能
・ＩＣＴ機能を活用できる環境の整備
・フリーＷｉ-Ｆｉの設置など

情報セキュリティ機能
・データ等のバックアップ機能の強化
・庁舎内ネットワークの形成など

新庁舎の機能について

１ ２

令和２年７月



新庁舎の規模

〇職員数など …職員数：３４７人／議員数：１６人
※職員数は、現在の本庁舎、西庁舎、保健センターに在籍する人数
※議員数は、「網走市議会議員定数条例」の人数

〇新庁舎の面積 …約7,000㎡を基本に面積縮小に取り組む
※現庁舎面積：6,721.0㎡
（本庁舎：5,113.6㎡／西庁舎：1,607.4㎡）

〇来庁者用駐車場…７２台を確保
※現庁舎の駐車場台数：67台（本庁舎・西庁舎の合計）

配置計画

配
置
案

階層計画

○低層階 ：市民利用エリア／窓口業務エリア
市民の利用頻度が高い窓口や、市民が集うロビーや待合スペース

○中層階～高層階：行政事務エリア／災害対応エリア（中層階のみ）／一時避難エリア
市民利用の利用頻度が低い部署、災害対策本部やサーバー室や電気室等
の重要諸室

○高層階 ：議会エリア
議場や傍聴席、委員会室

構造計画

大規模地震が発生した場合にも、防災拠点施設としての機能が十分に発揮できる耐震性、安全性を
確保するため、構造体の耐震安全性の目標を『耐震基準の1.5倍の強度』に設定します。
構造形式は、イニシャルコスト、ランニングコストともに最も安価な『耐震構造』とします。

Ａ案
〈現市有地配置案〉

Ｂ案
〈市有地拡大配置案〉

配
置
パ
タ
ー
ン

各
案
概
要

Ａ案、Ｂ案ともに、金市舘ビル跡地及び市道敷地を駐車場・イベント広場ゾーンとして活用
します。
庁舎を建設する庁舎ゾーンは、Ａ案では市有地を活用します。また、Ｂ案では市有地及び隣

接地を活用します。
Ｂ案の場合、各階の床面積を広く確保できることから、設計の自由度が高まり、さまざまな

建築計画の検討が可能になります。また、庁舎ゾーンが国道２４４号に面することから、Ａ案
に比べて、庁舎への出入りやバス利用者など市民の利便性が向上します。

新庁舎の規模・建設計画について

事業スケジュール

令和２年度～令和３年度：基本設計・実施設計
令和４年度～令和５年度：建設工事・外構工事
令和６年度 ：供用開始

発行：網走市 〒093-8555 北海道網走市南６条東４丁目
（庁舎整備推進室） ＴＥＬ：0152-44-6111（内線341・351） ＦＡＸ：0152-43-5404

ＵＲＬ：https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/

約４９億円
※7,000㎡の想定で道内自治体の建設工事費
を参考に算定しています。

※設計費や外構工事費、備品購入費、引越費
などの経費は別途となります。

Ａ案

新庁舎の建設場所について

中心市街地の活性化、交通機関が整ってい
る、都市計画マスタープランとの整合、関
係官公署との連携などの観点で優れている

A．関連計画と周辺環境：
昼間人口の増加は、新たな商業の立地や周辺へ
の経済波及効果が期待できる

B．利便性と交通体系：
金融機関、病院、商店街、飲食街など生活サー
ビスに必要な機能はおおむね備わっており、新
庁舎建設により利便性は高くなる

C．防災拠点としての安全性と機能性：
国道３９号線、国道２４４号線は、第一次緊急
輸送道路に指定されており、関係官公署との連
携を含め、緊急時の迅速な対応が可能である。

D．経済性と実現性：
平坦な土地ではあるが、敷地面積が狭いため、
民有地の取得等の検討・協議が必要となる。

建設場所：金市舘ビル跡地周辺敷地

〈図：金市舘ビル跡地周辺敷地〉

〈表：配置イメージ〉

Ｂ案

３ ４

概算工事費


