
令和３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４年４月１６日（土）１０時００分～１２時０６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  ６９人（別紙名簿のとおり） ※前年度８０人 

○網走市出席者 １９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、健康福祉部参事監、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、

企画調整課長、財政課長、生活環境課長、 

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 

○報道関係    １人 

 ※合計９７人（前年度１１３人） 

 

４．会議内容 

（１）開 会  企画調整課長（司会者） 

（２）挨 拶  町内会連合会会長 10：01～10：05 

        市長       10：06～10：10 

（３）会 議 

【説 明】 

（１）令和４年度予算の概要について（10:11～10:35） 

    意見交換（10:36～11:30） 

（２）埋立ごみの今後について（11:31～11:40） 

意見交換（11:41～12:04） 

（４）市長まとめ挨拶（12:05～12:06） 

 

 

 

 

 



【（１）令和４年度予算の概要について】 

●１ ＜参加者＞ 

公園について 

つくしヶ丘４丁目の語らい公園は、２～３年前に植栽が伐採され、緑がなくなってし

まったと思っていたが、今考えると、死角がなくなり感謝している。 

市内には、９０箇所ほどの公園があると聞いており、網走ほど公園の多い街は他に見

たことがない。公園の数がたくさんあるので、清掃や草刈には経費がかかるものと思う。 

つくし３丁目公園の改修も依頼している。市内のこれだけの数の管理も大変だと思う

が、順番を待っているので、できるだけ早く、子どもたちのために改修をお願いしたい。 

つくし３丁目公園に大きなアカシアの木があり、毎年、カラスが巣を作る。２～３年

前までは、私が巣を撤去していたが、とても大変な作業だった。地域の方からは、行政

に任せた方が良いと言われたが、予算化されているか。 

パークゴルフについて 

市長杯は、平成２３年の第１１回大会では３４チーム参加していたが、令和２年の第

１９回大会では２０チームしか出ていない。１４チーム減少している。高齢化の影響な

のかは単純には言えないが、減ったとしても、今後も続けてほしい。 

レイクサイドのシーズン券は８５００円だが、例えば清里町の江南では、シルバーに

なると３０００円でシーズン券が買える。これは他町村の人でも関係なくやってくれる

ようだ。レイクサイドは、１日券は２５０円で他のところと比べてもそん色はないが、

シーズン券は高すぎるのではないかと感じるので、特にシルバーに対する援助をお願い

したい。 

レイクサイドでは、一昨年まではキツネの出没によって、ボールがとられることがあ

った。昨年、キツネがおさまったと思っていたら、今度はシカのフンがひどい。 

他の町から来られる方もいて、網走のイメージを悪くしたくないので、草刈も大事だ

が、シカの対策もお願いしたい。 

コロナの影響で、昨年はパークゴルフ場が６０日間クローズになった。室外での競技

になるので、室内と同じようになるのは、勘弁いただけないものか。 

 

（市長） 

コロナの緊急事態宣言下での公共施設のクローズは、感染拡大防止の観点から行って

きた。当初の第１波の頃は、感染をすると重症化していたが、現在は、感染力は強いが

重症化はしておらず、医療のひっ迫も起きていないことから、公共施設のクローズのあ

り方も変わってくると思っている。 

一昨年、昨年と公共施設をクローズしてきたが、今の段階では、ワクチン接種、検査 

体制の充実、医療ひっ迫体制を勘案しながら考えなければならない。それは、国の緊急



事態宣言が出された中で対応されるべきものなので、現時点において公共施設をクロー

ズすることは考えていない。 

 

（市民環境部長） 

ハチの巣やカラスの巣の駆除については、公共の場、個人の家の周りなど、行政で行 

っている。生活環境課が担当となっているので、ご連絡をお願いしたい。 

 

（建設港湾部長） 

市の公園は９７ヵ所あり、十分な管理が行き届いていない現状もあるが、維持管理を 

続けていきたい。 

市の方では全部の公園を管理していくのは困難な状況にある。また、昨年は遊具の事

故も発生しており、老朽化が進行している状況にある。現在、公園の再編を計画してお

り、各町内会と相談の上、進めていきたいので、ご協力をお願いしたい。 

 

（農林水産部長） 

シーズン券の料金設定については、市内のてんとらんど、スポトレと共通の料金設定

となっている。維持管理の面でも、老朽化が進んでいるのと、令和４年度はご要望のあ

ったコース整備も行うことになっているので、料金については現行のままでご理解をい

ただきたい。 

キツネによる被害については最近なくなっているが、エゾシカの被害が増えていると

いう話も聞いている。能取岬の方でエゾシカが多くなってきているが、背景には、道内

で起きた誤射の事例により、猟友会による駆除ができなくなっているということがある。

この件については、市から網走南部森林管理署に対して駆除のお願いをしており、市と

しても有害鳥獣の予算を拡充し、エゾシカの捕獲枠を強化していくことを考えている。 

農業予算でも、エゾシカ侵入防止の防護柵を新たに作っているところであるので、ご

理解をお願いしたい。 

 

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

 

●２ ＜参加者＞ 

流氷館について 

伝書鳩に流氷館の９０００万円の市債の記事が載っていた。流氷館の運営については、 

数年前、毎年入場者が減って赤字になるという言い方をしていた。その後の推移がどう 

なっているか、９０００万円借りたら５年で返済すると言っているが、実際に返済は可 

能なのか。 

 



それから、流氷館の経営責任はどこにあるのか。市役所がなぜ、その借金を返さなけ

ればならないのか。今後、入場者が増えることはないかもしれないが、万が一、経営が

行き詰った場合、市の財政から負担していくことになるのか。 

 

（市長） 

当初建てた時には、年間２０万人の利用者があり、毎年１万人ずつ落ちていく中で、

５年毎にリニューアルをしていくというものと聞いている。流氷館を建てた時に１億５、

６０００万円ほどの基金、要するに黒字が出ている。コロナにおいて、閉館をしていた

影響もあり、この基金を取り崩して赤字分を補填していた。本来であれば、基金でリニ

ューアルをしていこうとしていたところだが、ポストコロナにおいて、投資は必要であ

ろうという判断もあり、起債を活用するもの。毎年、２０００～３０００万円ほどは黒

字が出ていたので、返済に充てることを考えている。運営責任については、株主はほと

んどが網走市であるので、株主責任としてのものと考えている。 

 

（観光商工部長） 

毎年、少しずつ入館者は減っていくことを想定し、おおむね５年ごとに改修が必要に

なるのではないかということで計画を立てている。毎年の流氷館収入の利益分を少しず

つ積立して、それを原資にして改修をしていこうと考えていた。現在、実施設計を作っ

ており、来年の２～３月には、改修した部分も含めて新たな形での流氷館を目指してい

くが、５年間で、起債した分については返済できる見通しを持っている。 

 

＜参加者＞ 

市の財政からの負担はない、という理解で良いか。 

 

（市長） 

入館収入は市が全額受けており、それを支出としている。そういった意味で一般会計

の網走市の支出としては出ているが、財源については入館者収入である。 

 

＜参加者＞ 

職員の電話応対について 

去年、あることで市役所に電話をした。ある質問をしたが、応対した職員から、「そ

れを聞いてどうするんだ」と言われた。私は不思議に思い、電話も切った。 

行政の役割は、宮崎県のある町の町長さんが２０数年前に言った言葉だが「住民の 

不安をどう解消するか」ということにあると思う。市民は色々な意見を持っているし、

我々は網走にしか住めない。市民が持っている不安をどう解消していくかという視点で、

きちんと対話をしてほしい。 



人口減少について 

子どもの数が非常に減っている。去年、網走は１８０人くらいしか生まれていないと

聞いている。網走市は、将来計画の中で、３万２９００人を維持しながら計画を作って

いる。市の庁舎建設の中でも、その前提で、にぎわいを取り戻すという説明もあった。

誤解を恐れずに言うと、２０２２年は、日本の女性が、平均年齢が５０歳を超えるとい

う統計のデータが出ている。生物医学的にも増えないという話。網走も将来は２万人く

らいになるという前提の話のまちづくりをしていくべきだと私は考えている。 

 

（市長） 

職員の電話応対の件については、内容をしっかりと受け止めるとともに、職員にはそ

うしたことがないよう、伝えてまいりたい。 

全国的な傾向で子どもが減っており、日本全体の人口が減少していく中で、高度成長

していくまちづくりは違うと思う。施設の集約や、定住人口は減る中で、どのようにま

ちづくりを維持していくのかといった問題があると思う。今回、予算でお示しをしたが、

例えば医療機関は、いかに開業医を増やしていくか。人口が減ったとしても、医療をど

う守っていくか。網走市のみならず、周辺地域の７万人あまりの医療を担っていく。あ

とは、中核病院にさまざまな診療科と先生を設けることで、市民の皆さんの安心安全を

医療の側面から支えていく。そしてまた、周辺の皆さんも、この街に来ると助かるんだ

といったような、人口が減少したとしても、インフラ、施設を整備充実させていくこと

が地域にとって必要であると思っている。 

 

＜参加者＞ 

これから若い方が減っていく中で、市の職員、教員、消防職員なども若い方が減り、

まちの役割が維持できなくなることを心配している。医療も若い人がいなくなると、輸

血してくれる人がいなくなる。近代的な医療機関があっても、輸血が足りなくなるとい

う事が懸念されている。 

 若い世代をどうするのか。農大も含めて、まちづくりの中に反映させていければ良い

のでは。 

 

（市長） 

農大は、ありがたいことに定員を十分確保している状態である。今、私立大学が定員

割れをしている中で、地方大学が定員を確保し、さらに１割程度の定員を超えた人数に

入学していただけたのは、この街の底力であり、農大の力であると思っている。しっか

りと私たちも支えていきたいと思っている。 

 

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



●３ ＜参加者＞ 

議事進行について 

 司会者にお聞きするが、今まで２名の質問で３０分以上過ぎている。時間設定はど 

のようになっているか。 

 

（企画調整課長） 

 このあと議題がもう一つあるので、質疑が多くなるようであれば、最後に総括の時間

もあるので、そこで改めて、意見交換をしていただければと考えている。 

 

＜参加者＞ 

 この会議は２月から延期になった会議で、議会の予算審議の前の議題である。今はも

う議会も終わっている。終わった中で会議を開くのであれば、主催者側がもっと工夫し

て、議会の中で問題になった点、新電力、ごみ問題、学校給食のことなどをまとめた上

で説明し、議論の中身を質疑するようにすべきではないか。先ほどお話した方達の内容

も重要なものであるが、各地区の住民懇談会もあることから、そこでの議題とするよう

にしないと、時間切れで終わってしまう。 

 この会議の設定のあり方について、考えて進めてほしい。 

 

（企画調整課長） 

 次回以降、さまざまな状況の変化があるので、いただいた意見を加味しながら、十分

に意見交換できるよう努めて参りたい。 

 

●４ ＜参加者＞ 

コロナの感染者について 

最近の道の発表によると、コロナの感染者が増えている。オホーツク管内でも、１週

間ごとに、３桁の数字となっている。網走でも、１週間に８０人以上の発症者が出てお

り、感染が広がっているのが現状。その中で、市長あるいはコロナ対策室からのお知ら

せが新聞折込で手元に届いている。いずれのチラシを見ても、３密の回避、マスクの着

用、換気の取組、という周知がほどんどと言っていいような内容になっている。問題は、

１週間ごとに、どこで発症が出てくるのか。このことを市民に周知をして、市民が発症

の場所に近づかない、感染拡大を市民自ら防止する、という気持ちを高めていく、とい

った内容のお知らせチラシが必要ではないかと考えている。今後、そういった工夫をし

て取り組んでほしい。 

 

 

 



各種証明書のコンビニ交付について 

２つ目は、コンビニでの市役所の各種証明の交付について予算化がされた。これは、

去年の住民懇談会の席で、私から、新しい庁舎ができるにあたって、この内容について

提起をさせてもらった。今回、予算化されたことについては、心から敬意を表したいと

思う。市民にとっては、極力近場で市役所の各種証明が取得できることになるので、市

民にとっては利便性の高い、大変良い仕組みができたことになる。市民も歓迎すると思

う。 

私の推測では、コンビニでの利用が７割程度になるのではないかと推測するが、コン

ビニでの利用が増加すると、委託料が増えることから、今の手数料体制は維持されるの

か、あるいは、コンビニに委託をすることによって、料金の引き上げという問題が出て

こないか。 

新庁舎について 

今後、市役所への来庁者が少なくなることが予想されるが、今の予定地に新庁舎がで

きることで、街中のにぎわいができるのか、商店街の活性化が図られるのか、私は一段

と疑問を深めている。そのような疑問を持つのは、私だけではないと思う。 

市民と市役所は、協働のまちづくりをするということが必要だと聞いている。市が説

明する要因が、今の庁舎建設と違うという事態が出たときに、市民の不信感は大きくな

るだろうと思う。今一度、庁舎の規模と場所について見直しをする、という体制をとる

べきと思う。 

 そのことをやらないと、市民との協働のまちづくりの絆にひびが入るし、去年の９月

に議会で決定をしているので、賛成した議員に対する市民の批判の声が出てきたときに、

まちづくりそのものが死んでしまうのではないかと危惧している。 

今一度、再検討をすべきではないかと考える。 

 

（市長） 

現状として、網走市内でも感染者が増えている状況にある。７割近くが若年層であり、

６５歳以上の方は、ほぼ感染の確認はされていない。これが、去年、一昨年との大きな

違いであり、医療機関もひっ迫していない状況。コロナウイルスの変化が、第６波、第

７波で来ているものと考えている。場所の特定の情報発信について、どこにいても発症

のリスクはある。換気の悪い場所が、リスクの高い場所であり、ソーシャルディスタン

スをとっていない、手指の消毒がされていない場所での感染確認が非常に多いというこ

とがわかっているので、基本となる内容をお伝えしているところ。また、学校などにつ

いては、日々の感染状況をインターネット上で情報発信している。 

コンビニ交付については、整備をするための予算化をしたもの。料金については、今

後の議論となっていくものであり、令和４年度については、コンビニで交付するための

システムの整備、と考えていただきたい。 



 庁舎の問題については、ご意見があったものと受け止めるが、あの場所で建設をする

ことで、大方の市民の皆さま、そして議会での承認をいただいたところ。一方で、ご意

見がある中での選択だったのであろうと思っている。今後は、この場所で、どう活性化

し工夫ができるかという議論をさせていただきたい。 

  

（市民環境部長） 

 コンビニ交付については、マイナンバーカードを利用して住民票等の写しの交付をコ

ンビニに置いている端末で取得できるサービスで、市民サービスの向上を図るもの。交

付できる証明書は、住民票、印鑑証明書、戸籍証明書（個人のもの）、戸籍附票、所得

課税証明書を予定している。すべての証明書が交付できるものではなく、マイナンバー

カードが必要であること、それぞれのニーズに応じた証明書を発行する観点から、従来

通りの窓口業務についても必要としているところ。網走市のデジタルファースト宣言の

中でも、市民サービスのデジタル化として目指している施策の一つとしている。令和４

年度の予算については、システムの構築と、住基データの改修ということとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【（２）埋立ごみの今後について】 

●５ ＜参加者＞ 

 今回の議会の予算審議の中で、賛成した会派から付帯意見が出ていた。この付帯意見 

は、廃棄物処理の計画の検討にあたっては、まず現計画の検証と反省、そして市民と 

の共有を早期に行い、基本的な方向性が確立された上で、広域連携の協議にのぞむこと 

とされている。議会としては、決して広域協議が駄目と言っているのではないというこ 

とで、まず、市の反省と検証を行い、計画を作った上で、広域連携にあたりなさい、と 

いう意見だと思う。 

もう一つは、文教民生委員会で、危機的状況にある一般廃棄物最終処分場の延命およ 

び今後のごみ処理政策検討に係る提言を市長宛に行っている。ここでは、次期計画を作

った上で広域連携へあたりなさいと、いうことを言っている。それらを重く受け止める

意味での市長の答弁をお願いしたい。 

 もう一点、市長の諮問機関、懇話会の設置にあたって、昨日が市民公募の応募の最終 

日だったと思うが、現時点での応募状況について、また、定員の３名以上の応募があっ 

た場合、委員の数を増やせないか、ということについて担当部局の考えをお伺いしたい。 

 

（市長） 

 ごみの埋立が多くなっている問題について、当初計画していたよりも早く、最終処分

場が埋まってしまう状況になっている。これをどのように減量化していくか、より一層

の市民の皆さまのご協力がなければ、減量化はできないもの。各地域に市の職員が入り、

説明会をさせていただきたいと考えている。議会の予算委員会でのご意見、所管委員会

での政策提言もいただいた。この広域化については、避けて通れない議論であり、当市

の減量化と、同時並行で進めていかなければならないものと考えている。 

 

（市民環境部長） 

 懇話会の公募委員について、昨日１５日が公募締切だったが、５名の方から応募いた

だいている。募集要項の中で、３名以上の応募があった場合については、書類選考とさ

せていただくこととなっている。 

 

＜参加者＞ 

今後、懇話会の中で、諮問が出されることになると思うが、まちづくり懇談会の中で

も、地域ごとの要望のほかにも、このゴミの問題も議題として取り上げていくと判断し

ているが、それでよろしいか。 

 

 



（市長） 

まちづくり懇談会のテーマについては、町内会連合会とよく相談した上で、議題設定

について取り組んでいきたい。 

  

＜参加者＞ 

懇話会については５名の応募があるということで、かなりの関心があるものだと思う。

そういう意味からも、抽選でいくのか、枠を増やす考えは持っていないのか。 

 

（市民環境部長） 

先ほど説明したとおり、要項の中で、３名以上の応募があった場合は、書類選考する

ということになっている。 

 

＜参加者＞ 

市民公募の数を増やすことは、市民の現場の生の声を聞けるということ。今後、増や

す考えはないのか、あくまで書類選考の３名で終わらせるのか。 

 

（市長） 

各地域に職員が入って現状の問題と減量化について話をさせていただきたい。十分時

間をとった中で、意見などをお聞かせ願えればと考えている。懇話会の市民公募につい

ては、募集段階で３名とルールを決めた中での応募としているので、これからルール変

更をするのは違った議論になってしまうことから、ルールに従って懇話会を進めていき

たい。 

 

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

 

●６ ＜参加者＞ 

埋立ごみの減量化の取組み、現在のごみ処理の問題点について、毎年言われているこ

とだが、堆肥化が十分進んでいないのは、生ごみに異物が入っているという指摘が 

ある。これは、主婦の方から何度も指摘されているが、黄色い袋には、生ごみ、容器包

装プラスチック、使用済紙おむつ、と書かれているので、生ごみに紙おむつも入れてし

まう、という可能性は十分ある。この色分けはできないものか。色分けをすることによ

って、生ごみの堆肥化は相当改善されると思う。市役所では、解決に向けた取り組みと

毎年同じことを言っている。黄色い袋を変えるだけでもだいぶ違うと思う。 

また、転入者からは、網走はごみ処理が大変複雑だという声を聞く。転入者に対して、

ゴミのガイドブックは配布しているか。 

 



それと、明治にごみ処理場を作るとき、１０何年は大丈夫という説明を聞いていた。

それが、あと５、６年で駄目だという話になっているが、責任の所在は市民に知らされ

ていない。それはどうなっているのか。 

 

（市長） 

ゴミ袋の色を変えた方が良いというご意見は、承っているところ。今は黄色いゴミ袋

で３種類入れられるが、生ごみだけの専用の袋を作った方が良いというご意見は理解を

するところ。このご意見に対しては、十分な検討をしてまいりたい。その方が、生ごみ

の堆肥化、分別が進むのであれば、十分な検討があり得ると考える。 

ごみの最終処分場の大きさは、市が勝手に決められるものではない。国の方針の中で、

最終処分場の大きさが決まっており、期限は最大１５年となっている。今のごみの質を

調査し、国と協議をした上で決められていく大きさである。網走の最終処分場は、分別、

破砕の上、埋立をしていくものだが、その前提の分別が、より一層のご協力をいただく

上で、延命をしていくものと考えている。今後、ごみの最終処分ができないことが最大

の問題となっていくと思っている。次期の構想を行うのが５年ほど早くなってしまった

のは事実であるが、次の処分場のあり方というものを検討していかなければならない時

期に来ているので、しっかりと議論を重ね、次の処分のあり方について、しっかりと検

討をしていくことが大切であろうと考えている。 

 

（市民環境部長） 

転入者の方へは、ガイドブック、パンフレット、一式をお渡ししている。必要に応じ

て、分別の仕方の説明もしているところ。 

 

＜参加者＞ 

明治の処分場は１５年持ちます、と市役所で言っていた。それが、埋立ごみが多くて

駄目だったということだが、過去に市の職員と市議会議員が視察に行ったのは、何の視

察に行ったのか。市長がこれから新しい施設を作るから、それについて前向きに検討す

るから、と言うがお金のかかること。それはどこから出てくるのか。国からも出ると思

うが、市民も相当な負担をしなければならないのではないか。その市民に対する説明、

謝罪がないというのはどういうことなのか。 

 

（市長） 

大変厳しいご意見と受け止めさせていただく。今後、どういう処分の仕方をしていく

かということにより、コストと国の支援も変わってくる。それは、今後の検討の中で明

らかになってくる。適宜、適切に市民の皆さまにご説明申し上げたい。当初、１５年の

計画で建設が行われたが、当初よりも埋立ごみが増えてしまったということで、網走市



からのごみの総量としては減っている。埋立されるごみが増えているということが最大

の問題である。私たちとしては、ごみが回収できないという事態を起こさないことが一

番大切と思っている。コストの問題については、検討の段階で、ご説明させていただき

たい。市民の皆さまには、ごみを出して回収されない、という事態を回避するため、次

の処分場に向けた取り組みをしっかりとしていかなければならない、と考えている。 

ごみの問題について、皆さまにご心配をおかけしていることについては、大変申し訳

ないことと思っている。 

 

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

 

（企画調整課長） 

全体を通じて、ご意見を頂戴したいと思います。 

（挙手がないため）これにて会議を終了したいと思います。 

 

（市長）まとめの挨拶 

 

  以上 


