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 開催内容の公開 

 第 14回目となる今回は，市内の

愛宕，旭正，東旭川中央，日の出倉

沼，豊田，桜岡，米原瑞穂地区にお

住まいの方をはじめとする市民の皆

さんと懇談しました。 

26人の方が参加し，地域特有の課

題や，市政やまちづくりに対する意

見など，活発な意見交換が行なわ

れました。 
 

日時 平成 19年 8月 10日(金) 午後 6時 30分～8時 

場所 旭川市東旭川公民館 講堂(旭川市東旭川町上兵村 544番地) 

出席者 ・西川市長 

・市民(26人) 

 

対話の内容 

 

※参加者はアルファベット(Ａ～Ｈ)で表しています。 

  同じアルファベットの表記は同一人であることを示しています。 

 

市長あいさつ 

 ご紹介をいただきました旭川市長の西川でございます。今日はお忙しいところ，また市

政に関心を持っていただき，このような機会で是非ご発言をされたいということでこのよう

に皆さまにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日は東旭川地区，愛

宕地区の方に回覧等を通じてお声を掛けさせていただきました。私も自宅が市民委員会

でいいますと愛宕市民委員会なのですが，愛宕地区に居を構えておりまして，正に地元

であります。昨日も東旭川の農家の方に作況の聞き

取り調査で伺いました。農家の皆さんは今いろいろと

忙しい時期ですが，今日はこの地域のいろいろな問

題，またご要望等もあると思いますので，いろいろとご

意見などをお聞かせいただければと思っております。 

 東旭川地域は本当に歴史のある地域で，旭川でも

最初に屯田兵が入植してきたという地域であり，そうい

った伝統やいろいろな文化財産などが点在している地



域だと思います。例えば今ちょうど補修作業しています養蚕農家もそうですし，兵村記念

館，旭川神社など歴史的なものもあります。また，道と市で設置した２１世紀の森，今，指

定管理者で地域の皆さんに運営をしていただいておりますが，こういった施設があった

り，また動物園もある地域であります。動物園に多くの方がお越しいただいている中で，

場合によっては東旭川の皆さまに若干ご迷惑をおかけしている面もあるのかなと思いま

す。例えばごみの問題ですとか，車の渋滞は大分最近緩和されてきたのかと思います

が，先日，工業団地の皆さんと対話をさせていただいたときには，大型バスが団地の敷

地内で休憩しているので非常に交通の妨げになっているというご意見がありましたので，

そういった部分もあるのかなと思います。せっかくの動物園ですので，より地域の皆さん

に愛していただけるような動物園ということも大きな柱の一つとして考えていかなければ

ならないと思っておりますが，動物園は本当に好調でありまして，そのお陰というか恩恵と

いうか，今朝の新聞にも大きく載っておりましたが，スカイマークさんという航空会社が旭

川空港に乗り入れをしたいということで，乗り入れをしていただければ旭川空港から東京

までの航空運賃がかなり安くなるのではないかと思っております。そうなれば私たちも安く

東京に行けますし，東京からはもっと多くの観光客の方が千歳ではなく旭川に直接入って

くるようになり，空港の活性化にも大きくつながっていくのではないかと期待をしているとこ

ろでもあります。 

 また今回の対話集会は私の公約の一つでもあり，１年間に２４回程度，月に２回程度開

催させていただくというお約束で４年間継続をしていきたいと思っております。その対話か

らぜひ市政に反映していきたい，市政を動かしていきたいという事で取り組んで行きたい

と思っております。例えば道路や橋の整備についてのご要望などもいただいております

が，お金のかかるものなどについては，すぐ出来るもの，長期的な計画の中でしなければ

いけないものなどもあります。その辺も是非ご理解いただきたいということと，そのご意見

については市でもしっかりと管理し，今後の計画の中に入れていけるものは入れていきた

いと思っております。 

 この地域は，工業団地，清掃事業所，土木事業所などの市の施設や環境センター，し

尿処理施設などが集約している地域でもあり，上川管内でも１番の米どころでもありま

す。また，旭川第一中学校や第四小学校が閉校し，廃校後の利用について地域の皆さん

との意見交換をさせていただいており，第四小学校は福祉関係の施設として利用してい

ただくという方針がたっておりますが，第一中学校に関してはまだ活用方法は確定してお

りませんので，この件についてもなるべく早い時期に方向性を見い出していけたらと思っ

ておりますので，この点についても皆さんのご意見をいただければと思っております。 

 限られた時間の中でありますが，是非多くの方にご提案等をいただきたいと思いますの

で，お話ししていただく時は出来れば要点を端的にお話しいただければと思います。 

 今日は本当に貴重な時間にお集まりいただき本当にありがとうございます。よろしくお願

いいたします。 

 

参加者Ａ 

 豊岡エステート町内会の者です。 

 道の駅についてですが，他の市町村は国道のそばにあり，分かり易い場所にあると思

いますが，旭川市の場合は国道２３７号線の近くにはあるのですが，少し中の方に入るの

で非常に分かりづらいです。案内標識は歩道についているので，歩行者の方は良く分か

りますが車に乗っているとほとんど分からないのではないかと思います。クリスタルホー

ルへの案内標識があるのでその下に道の駅への案内標識をつけることによって分かりや

すくなると思います。また駐車場も狭く車の出入りも大変です。新しい場所につくるという

事は予算的に無理だと思いますので，出来れば案内標識だけでも大きいなものをつけて

もらいたいと思っております。 

 次に，昨年１２月２８日，市から「町内会活動の拠点施設に関するアンケート調査」が来

ました。今まで市では町内会に会館や集会所などの新築，増改築，修繕にかかった費用

の１／２以内，２５万円以上１千万円以内の補助金の交付をしていたようですが，最近は



財政上の問題もあり，これからは全てに対して補助金の交付が難しいということからこの

アンケートを行ったようでありますが，アンケートを行ったその結果も知らされておりませ

ん。 

 また私たちの地域の会館は建設してから２０年あまり経っています。屋根も傷んできて

おりますので，今年の１０月には修繕のための補助金の交付申請をしたいと思っておりま

すが，アンケートの結果によって補助金が減額されることになったのか，それとも今まで

通り１／２の補助金を交付していただけるのか，お聞かせいただきたいと思います。 

 

市長 

 道の駅についてですが，そういうご意見はいろいろなところでいただいており，今議会で

も議員から同じような質問がありました。また別のところに新しくつくるとなればやはりお

金も掛かるものですから，すぐには難しいのかなと思います。将来的には，例えば札幌方

面から入ってきて，国道１２号線の目立つ所などにつくることも考えられますが，現状では

ここ数年の間に建設するのは難しいのかなと思っております。 

 案内表示板についてですが，道の駅は奥まっているので，今年４月に２ｍ位の大きさの

案内表示板を道路に大きく設置させていただきました。その看板はご覧になられています

か。 

 

参加者Ａ 

 道の駅の前の道路ではなくて，国道側に表示した方が良いのではないでしょうか。 

 

市長 

 そうですね。そういうご意見をお聞きしたということで，予算の関係もありますが，もう少

し目立つ看板は出来ないだろうか今後検討させていただきたいと思います。 

 地場産センターとその向かい側にある大雪アリーナやクリスタルホールの間の道路で

すが，数年後に橋が架かって駅前からそこまで通じるようになります。そこが開通すること

によって交通量の増加が予想されますので，道の駅，地場産センターに入ってくる方も増

えてくるだろうと考えていますが，案内表示板の件に関してはまた検討させていただきた

いと思っております。 

 会館の件ですが，全市的に町内の会館ですとかいろいろな会館の老朽化が進んできて

おり，その件についてのご要望等を各地域からいただいております。修繕等に関する補

助につきましても，出来ればご要望に添えるよう努力はしていきたいと思っておりますが，

これも今の市の財政状況の中で若干ご迷惑をおかけしているのかなと思う部分もありま

す。 アンケートの結果や補助の件について部長の方からお話ししていただけるんであれ

ばお願いしたいと思います。 

 

生活交流部長 

 地域の会館についてですが，他の地域でもやはり古くなってきております。そこで地域

会館の修繕等の費用にかかわる補助事業について，補助金額が変わるのかというお尋

ねですが，今の財政自体が厳しい中では予算額全体は大きく増やせないという状況にあ

ります。予算の関係はありますが，私どもの部としては，できるだけこの修繕等に要する

費用の１／２以内で，２５万円以上１千万円以内という補助金額を今の段階ですぐ落とす

とかということではなく，出来るだけ維持して老朽化している会館を皆さんの中で使ってい

ただけるような形をとっていきたいと思っておりますが，予算額全体が少なくなりますの

で，少しお待ちいただく状況も当然あると思います。 

 アンケートにつきましては，旭川市内の様々な会館等が今どういう状況にあるのかとい

うことでアンケートをさせていただきました。今その集約作業をしておりますが，集約した

結果，考え方等をご説明出来る状況になりましたら，また機会を持ちましてご説明させて

いただきたいと思います。 

 



参加者Ｂ 

 旭正地区は農村地域なので市街化調整区域になっています。旭川第二小学校から旭

川ルミネ東光店のあたりまで３㎞か４㎞のまち外れ程度しか離れておりません。過疎地で

はないのですが，市街化区域になっていないものですから住宅が建てられない状況で

す。また，公営住宅がかなり老朽化して，建て替えの計画があると聞いています。近くに

農地がたくさんありますので１０家族位住めるような公営住宅を追加で検討していただき

たいと思います。今，旭川第二小学校は児童が２４，５人しかいませんので，その対策と

して子連れの家族を増やしたいと思っています。第二小学校の校長は活性化を図るため

にいろいろと手を替え品を替えて地域の住民に働きかけています。本当に涙が出るほど

頑張っております。何とかもう少し住宅が建てられるような方法を考えていただければと

思います。 

 優良田園都市構想という制度がありますが，なかなか開発する業者と売る業者を見つ

けるのは大変ですね。市ではそういうのが見つかればお売りしてあげますよと言います

が，なかなか両方を見つけるのは大変だと言うことでその辺も何か良い方法を考えなが

ら過疎地にならないようにしていただきたいと思います。 

 ２つ目ですが，知り合いに等級が２級の身体障害者がいます。足に補装具をつけてお

り，つえがなければ立っていられないという状態です。バスの乗り降りは大丈夫なのです

が，料金を支払う時に身体障害者手帳を見せなければ身体障害者の料金にしてもらえな

いので，手帳をかばんやポケットから出すのに，つえを離さなければなりませんので大変

です。身体障害者であるという表示を何か考えていただきたいと思います。例えばつえに

ステッカーを貼るとか，胸にバッジを付けるなど，あまりお金のかからない事だと思います

ので，障害者だと分かるような方法を考えていただきたい。 

 それから，旭山動物園に北海道，石狩川水系に生息する淡水魚，あるいは水生動物な

どの展示場か水族館を合わせてつくっていただければ，子供たちも喜びますし，ありがた

いと思います。 

 

市長 

 過疎化が進んでいるということでの市街化区域への編入，宅地造成のご要望かと思い

ますが，都市計画の中で郊外に宅地を造成拡大していくということに対して非常に認可が

下りにくい現状にあります。今，日本の人口は１億２千万人ですが，私が７０歳くらいにな

る頃には１億人を切ると言われております。１００年後には６千万人くらいになり，ちょうど

日露戦争の時の人口に戻るというような予測もあるようです。その中で郊外にまちをどん

どん大きくしていきますと，道路を作らなければいけませんし，上下水道も引かなければ

ならない，電線も引かなければならない，除雪もしなければなりませんので非常にお金が

掛かかります。今，全国的に中心市街地に人を寄せていくという都市計画がどんどん進

んできております。旭川市においてもそういう事を今後やっていかなければならないという

ことはご理解いただきたいと思いますが，ただ，農業地帯でありますので，後継者，担い

手が非常に不足しているというのが１つの問題であり，昔のように農村地帯に若い人たち

がどんどん移り住んで，若い夫婦が就農してくれれば結果的に子供も増えてくるのではな

いのかなと思います。今の時点では行政としてこれから農村人口を増やしていくことが一

番ベターな方法なのかなという思いでありますので，是非ご理解いただければと思いま

す。 

 また，市営住宅の件でありますが，南町団地の事ですね。非常に古い団地ですが，建

て替えの計画があります。平成２０年の９月に着工して，翌年１０月にまず１棟が完成し

て，３５戸，３５世帯の方に入居していただけるようになります。さらに平成２２年に着工

し，２３年の８月にまた２５戸完成し，合わせて６０世帯の方が入居していただける予定で

あります。新町団地については，今市全体の市営住宅の見直しの計画の中にあり，こち

らに関しては現時点ではまだ未定ですが，今まで住んでいた方は優先的に新しいところ

に移っていただかなければならないですので，なかなか６０戸全部に新しい方に入ってい

ただくという訳にはいきませんが，なるべく新しい方にも入っていただけるように取り組ん



でいきたいと思っております。 

 また優良田園都市構想についても私どもも今後，いろいろな地域でそういう話が実現出

来るのであれば検討していきたいと思っております。 

 身障者の手帳の件ですが，今のお話を聞き，そういう不便を感じているのはその立場に

いるとそのとおりだなと思います。例えばつえにシールとかバッジとかいうようなことがで

きるのかなと思いながら，シールやバッジだと簡単に作れて偽装されてしまうのではない

かとか，人に渡してしまったりとか，そういうことをどうやって防げるかなとか，手帳だとさ

すがに人に貸したりはしないと思いますが，その辺りの問題をクリア出来れば可能かと思

いますし，明らかに身体障害者だという方に関してはそういう配慮があってもいいという思

いもありますので，是非検討させていただきたいと思います。 

 動物園の件ですが，今言われた淡水魚石狩川生態館というものが動物園の今後の長

期整備計画の中に入っております。動物園長を中心にした職員で立てている計画です

が，時期的には若干先になります。今年は来年に向けての「オオカミの森」という施設を

設計している段階であり，これはオオカミがぐるぐると回って，人がその中に入ってオオカ

ミが周りから人間を見るという施設なのですが，これを何とか来年オープンしたいと思って

おります。まだこの先は全然未定の話ですが，園長の構想ではアフリカゾウの生態館，今

言われた水族館の話もあります。お金が非常にかかるものですから財源が確保できれば

やりたいと思っています。淡水魚水族館に関しては数十億単位のお金になると思います

ので，私どももいろいろ知恵を絞ってやっていきたいと思います。ご意見としては頂戴いた

しました。ありがとうございます。 

 

企画課主幹 

 市営住宅については，その需要などを見ながら，全市的な地域のバランスも含めて，い

ろいろなところで調整されながら貴重な財源使わせていただいているというのが実状で

す。その中で上旭正の実状もおありだと思いますので，いろいろと地域と相談させていた

だきながら，その地域の実状，正直まだこの時点で把握していないものですから，その辺

りから把握させていただいてどのようなことになるかというところをきちんと計画の中に入

るかどうか今後検討させていただくことになりますのでご理解いただきたいなと思います。 

 新規の就農者の支援のあり方について，今日も道の関係者に要請させていただいたり

とか，いろいろと市でも地域の新規就農者のあり方について関係機関への要請をさせて

いただいております。そういった中で今後どういったものが出来てくるか，また，どういうも

のが地域の実態に合った効率の良い支援制度なのか，その辺をまた相談させていただ

きながら，既にいろいろなところへも要請をしながら動いておりますので，またいろいろと

ご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

参加者Ｃ 

 参考に聞かせていただきたいのですが，旭山動物園の入園者が，国内はもとより外国

からも来園され，１８年４月から１９年３月までの間で３０４万人を突破し，また１９年３月か

ら７月末までは１１２万９千５７５人の来園者があり，非常に盛り上がってる状態で我々市

民も喜んでいる次第です。そこで今までに動物園に対して設備投資をした額はいくらで，

今現在の差し引き黒字はいくらになるのかを我々市民に聞かせてもらいたいと思います。 

 旭山の頂上に三角点があります。テレビ塔からまだ上に上がると三角点という一番頂上

があります。その三角点からは雄大な大雪山，旭川空港，富良野スキー場，日の出倉沼

地区の水田場，当麻町，比布の農業試験場，工業団地，旭川市役所，台場のほうまで一

望に全部見えます。倉沼地域に聖苑ができました。聖園が出来ると周囲は明るいまちに

もなるし，また下水道がつくことによって地価も上がると言われましたが，未だに下水道が

ついていません。もちろん聖苑，火葬場のそばではそれほど住宅街になるわけがありま

せん。倉沼地区の皆さん方には非常にご理解を願ったので，新市長には是非，旭山に展

望台を設置していただきたいと思います。ここまでの道路をつければ動物園に来た方々

がバスで上がって，景色の良いところでジンギスカンなどをするのも良いと思います。 



 先ほど旭正の人が言われました市街化区域と市街化調整区域についてですが，以前，

倉沼霊園にお参りに行く時に，大きな池があったのですが，車が２，３台落ちたので，市

の方で危険だから残土を入れさせてくれないかということで，１０年間，トラック７千台もの

砂利を入れました。今では花を植えたり，動物園に来た人が錦鯉を見に来たり，乗馬をし

たりして楽しんでいます。こういう場所に住みたいから分けてくれないかという人がいたの

ですが，調整区域にかかっていて，作業小屋などは良いけれども住宅は建てられないと

いうことでこの話はなくなりました。区域の見直しは６年毎に行われるという事を聞いてお

ります。動物園もまだ調整区域に入っていますね。あの辺の人もかなり宅地として売りた

いが売れないという人がいるらしいです。８０何歳のおばあさんが持っている土地，何にも

収穫がないような土地は，市の方で何とか調整区域から外してくれるよう配慮していただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

市長 

 旭山公園の上の三角点には行ったことがありません。今日お話をお聞きしたので是非

一度見たいと思っております。旭山公園の整備計画というのがあります。前市長の時にも

計画がありましたが，国の補助金等の関係で流れてしまった経過があります。その計画

の中には道を整備したりですとか，展望台をつくったりですとかがありました。今，旭山公

園の整備計画は作り直している最中ですので，前の計画も是非参考にさせていただきな

がら，また，国の補助金等の関係も整理しなければならない問題がありますが，改めて再

認識させていただきたいと思います。 

 市街化区域への編入についてですが，お気持ちは非常に良く分かります。しかしなかな

か簡単にいかないというのが現状です。市だけで申請をしても大義名分が無いとなかな

かもらえないというかそういう部分もあったりですとか，例えば神居地区や鷹栖地区など

市内にたくさんある他の地域との兼ね合いというのもあり，なかなか簡単には進まないこ

とではありますが，このようなご要望があるということを頭において，是非今後いろいろと

検討するということにしていきたいと思っております。 

 

生活交流部長 

 旭山動物園は昭和４２年に開園し，今，手元の資料では開園当時にかかった費用は分

からないのですが，平成８年からのこども牧場を始めとした施設整備などで人気が高まっ

てきた時点から昨年までで約３６億５千万円の工事費をかけております。動物園の会計

は，動物園事業特別会計という形を組んでおり，平成１９年度予算は約１３億３千３百万

円です。ご存じのとおり３００万人以上の入園者があっても，これまでの設備投資やいろ

いろな借金などもありますので，何年間かの黒字の部分だけでは，これまでの全体の会

計の中では黒字になっていない状況であります。また入園料をディズニーランドのように

何千円も取れないものですから，そういう意味では入園料だけでこれまでの設備投資額

を含めて黒字にするというのは今の段階ではなかなか厳しい状況にあるということでござ

います。 

 

市長 

 この２年間は単年度で黒字になっております。１９年度も多分黒字になる予定です。今，

今後の動物園の整備についていろいろ検討していますが，例えばゾウ舎や水族館を造り

たいということで，基金をつくったらどうだろうかということを検討しておりまして，この基金

ができて全国世界から基金に応援していただける方々が出てきたら建設費用の足しにな

るのではないかと思いますし，また市民の皆さんからは，こんなにたくさん来てるいるだか

らもう少し入園料を上げたらどうかという意見もたくさんいただいております。これについ

ても今検討している段階ですが，市民と市外から来た方と入園料が違っても良いのかもし

れません。これらのことも考えながら，何とか今後とも財源を作っていきたいなと思ってお

ります。 

 



参加者Ｄ 

 市街化調整区域のことですが，全市の中で特に東旭川地区の７市民委員会の中に市

街化調整区域でがんじがらめになっている部分が大分あります。東旭川地区だけを見直

してくれということではなく，先ほど市長が言われたように人口減ということもありますが，

高齢化，高齢者の割合が３０％以上になるというような状況もありますので，その辺りも加

味しながら，全市的に判断いただきたいと思います。市街化調整区域内に宅地もありま

す。宅地として固定資産税を払っています。その固定資産税を払っている宅地に自分の

子供だとか友達に譲ることができないんですよね。市街化調整区域というのは昭和４０年

代に出来た制度ですが，先ほど市長が言われたように農地の乱開発を避けるために規

制をし，また都市計画の無い所に家がどんどん建って水道や下水道を引いてくれというよ

うな要望に自治体が困るというような状況の中で調整区域を設置したのではないかなと

私は思っています。しかし現状は全然違います。道や国にしてもなかなか許可が下りな

い，人口の増もないので市街化区域にはしないという回答をずっといただいていますが，

ほとんど水田ではなくなっている現状ですので，その辺はやはり現状に応じて見直しをす

る，あるいはその網をはずすというようなことがあっても良いのではないかなと思います。

特に私どもの地域のところは動物園通りでもあることだし，工事業者の資材などが積み上

げられて景観を損なう様な事になっては困ると思います。あのような工事現場ばかり並ん

でしまうと景観としては良くないです。市の方も都市計画の方で一定の制約をしても良い

と思うんですよね。何階建て以上の建物はだめだとか，看板は旭川の代表のまちなのだ

から木の看板にしなさいだとか，そういうような一定の網をかけながらでも対処していただ

きたい。市としては動物園通りの街並みについての計画があるのか，あるとすればどうい

う内容なのか，お聞かせいただきたいと思います。 

  

市長 

 動物園通りについてでありますが，先日の議会で白鳥議員さんから，もう少し緑を増や

したらどうかとか，地元の人たちが店を並べられるように規制を緩めたらどうかなどのご

意見をいただきました。私も今後検討していかなければならないと思っていますが，どうい

う道並みにしていったらよいのか，地域の皆さんともご相談させていただきながら今後の

都市計画の中で進めていきたいと思っております。 

 市街化区域編入についてですが，旭川市ではしばらくやっていなかったのですが，ここ

１，２年の間で豊岡，永山，，東鷹栖など何か所か宅地造成しましたが，今後数年間は宅

地造成は難しいのかなと思っています。ただ今後，東旭川地区も農業の状況がどうなっ

ていくのかということと，市街化区域の周辺がどういう土地になっていくのかということを，

常時しっかりと見ていきながら必要に応じてやっていかなければならないと思っていま

す。 

 動物園通り沿いの廃材置き場のようになっているところの話だと思いますが，農協さん

やいろいろな業者さんなどから，そこにお土産屋や物産品屋をつくりたいとか，ホテルを

つくりたいと言ってこられた方もいます。それだけ魅力のあるところなんだなと思いなが

ら，今，都市計画課とも，そこに限らずどういう事が出来るのだろうか，市街化調整区域

のままで何か出来るような建物はないかということも含めて調査，研究しております。ひと

つでも良い形が出来たら良いなと思いますのでご理解いただければと思います。 

 

参加者Ｅ 

 東豊町内会の者です。 

 地域の会館についてお聞きしたいと思います。私の東豊町内会には会館がありません

ので，会館をもっている町内の方に借りています。４つか５つの町内会が一つの会館を借

りるので，かなり私の地域では会合その他の集まりに支障になっています。そこでお聞き

しますが，東豊運動公園に体育館があります。体育館内に３０人位入れる休憩室があり

ますが，国からの補助をもらって運営しているので，飲み物等は禁止しているという話を

聞いたことがありますが，もしできればそういうところを町内の会合などに利用させていた



だきたいと思います。 

 私は旭山動物園でボランティアをしています。旭山ですから山，坂あるのは当然ですけ

ども，卵形といいますか，頂上が丸くなって水が流れるように左右がこう低くなっており卵

形になっています。車いすを押す際にかなり危険です。実際に車いすを倒したこともあり

ます。それとエレベータの入り口が狭いです。直してほしいと言ってもお金がかかることで

すので，今後はそのようなことを配慮してつくっていただきたいと思います。 

 

市長 

 動物園については本当にいろいろな方から同じようなご意見いただいております。動物

園でも例えばあそこの山を全部削って平らにして，エレベータを付けて上がるようにして

はどうかとか，小樽水族館の様に外にエスカレータを全部造ったらどうかとか，いろいろ

検討してはいますが，いずれにしても多額のお金がかかるということで，なかなか実現で

きない状況です。中腹のスロープのところは，私も歩いていて，車いすだったら怖いだろう

なと思って見ております。事故が起きては大変だということで私どももすごく心配はしてい

るのですが，少しずつ改善していきたいと思っています。またボランティアをしていただい

ているということで本当にありがとうございます。今後ともまたいろいろご意見いただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いします。 

 

生活交流部長 

 体育館という社会教育施設であり，そこの休憩室ということなので基本的には目的が子

ども達や運動する方の休憩室なので，おそらく飲食の部分，特にアルコール関係などは，

施設をつくる条件の中でそういう使い方はしないということがあり，その中で言われたので

はないのかなと思います。複数の町内会がひとつの会館を使っていて空きがないという

実状は分かりますが，町内会館を使うのと同様に，例えば忘年会とか新年会などのよう

な使い方を体育施設で出来るのかというと非常に難しいところがあるのかなと思います。

また違う使い方であれば問題はないのかもしれませんが，私どもも何か他の方法がない

のか，もっと研究してみたいと思います。 

 

参加者Ｆ 

 昨年から，プラスチック類が回収されるということで私は非常に喜んだのですが，実際始

まってみますと，プラスチック製容器包装のみを回収しています。しかし，生活の中でプラ

スチック類のごみは，プラスチック製容器包装より多いのではなかろうかと思います。それ

が現在全部埋められているんですよね。例えば家庭から出るボウル，洗面器，おもちゃな

ど量的には絶対に多いはずです。これを袋に入れて出せと言われるようなこと自体がま

ず難しいと思いますし，そういうものをどんどん埋め立てることに私は反対です。埋め立て

用地が無くなるとか少ないとか言いながら，それをどんどん埋めて，しかも腐らないという

ものを本当に埋めてよいのでしょうか。これを先日の環境衛生部会の研修会の時に質問

しましたら，国の方針がまだそうなっていないから出来ないという回答でしたが，これには

納得がいきません。このいろいろな技術の進んでる日本でプラスチックを回収して，例え

ば溶かしたりなどして再利用している施設が無いはずがありません。農業用のビニール

にせよ，あのような製品がものすごく量が多いです。プラスチック製容器包装など問題に

ならないほど多いです。それを何とかしてほしいと思います。 

 また環境に関する施設があちらこちらに点在しています。これは作業上効率的なのでし

ょうか。プラスチックでは今「ＲＥＰＬＡ(リプラ)ファクトリー」が工業団地内に出来ましたし，

ペットボトルはまた別のところでやっているし，缶や燃やすごみなども別なところでやって

いますよね。こういう施設のあり方というのは今後，再検討していかなければならないと思

います。 

 郷土芸能についてですが，旭川市に９団体の郷土芸能があり活動していましたが，豊

田獅子舞が学校が閉鎖され，活動の継続が困難になり休止してしまいました。私たちの

地区でもいつも小学校と共に活動しています。今は小学校の子ども達は２１人いますが，



保育所の待機児童がたったの４人で，この先が目に見えています。郷土芸能を是非，学

校教育の場に引き出して欲しい，郷土芸能というのは地域の歴史に必ず関わり活動し続

けてきたものですから，それをもっと教育の現場に，子ども達の目の触れるようなところに

引き出して欲しいと思います。 

 

市長 

 プラスチックのリサイクルについては，「プラ」というマークのついたものを回収して，他

は埋めていますが，私も燃やせないごみが出てきた時に何とかならないのかなと同じよう

に思っています。今後，これも分別をしてリサイクルをどれだけ増やしていくかというの

は，旭川だけではなく日本全国の重要な課題だと思いますので真剣に考えて行きたいと

思っております。リサイクル率を上げていくということが，江丹別の処分場が長く使えると

いうことになっていきますので，また環境部とも検討していきたいと思っております。 

 また，郷土芸能についても，子ども達が触れる機会が少ないと身近に感じなくなったり

するのかなと思います。学校教育ということになりますので教育委員会に学校でも取り入

れてもらえる部分はないであろうかということで話してみたいと思います。 

 

環境対策課長 

 昨年からプラスチック製容器包装を分別して収集しているのですが，これは容器包装を

つくっている事業者が自ら回収してそれを資源化するということで，収集運搬については

市町村で請け負っているというスタイルです。容器包装リサイクル法の中の，家庭の容器

包装だけは，製品をつくった者が拡大生産者責任ということで最後の始末をしますよとい

う制度の中で実施しているものですから，その他のプラスチックの製品に関しては法律上

やるようにはなっておりません。そのため，現状では家庭から出るプラスチック製品につ

いては埋め立てるしかないという状況になっております。 

 今後，家庭から出るその他のプラスチック製品に関しても，製造メーカーが自ら回収す

るということになれば道は開けるのですが，また法律ではメーカー回収が出来るということ

にはなっているのですが，それを行っているメーカーがまだあまりないのでなかなか進ま

ないという状況です。 

 市が単独でプラスチックを再原料化するとか，燃料として再利用するという方法論はいく

つかあります。産業廃棄物と言われる事業系のプラスチックについてはそういうルートは

ありますが，家庭系のものについてはそれがないので，今後，メーカー回収に力を入れて

いただける様に国に対して要望することが必要なのかなと思っています。 

 

清掃事業所長 

 本来無料であるプラスチック製の容器包装，これがまだまだ燃やせないごみの中に入っ

ているという状況です。これを更に市民のご理解を得て分別を促進していくということが，

最終処分場の延命につながるのではないかというような思いでおります。 

 ごみ処理関連施設の散在についてですが，旭川はあちこちに点在しており，収集する

側から言いますと本当に効率が悪いということになります。１か所に施設が集合しており

ますと，収集効率はかなり上がり，ひいてはコストの削減につながっていくと思います。こ

れらの施設をこれから１か所に集合させるということは，にわかには難しいのですが，将

来的には考えていかなければ，収集コストの増大につながるなと思っております。 

 

市長 

 なかなか市単独ではプラスチックのような石油化学製品をリサイクルするということは限

界があるのかなと思います，というお話でしたが，今後とも国の動きも見極めて，一歩前

進出来るというような事が出来たら良いなと思っております。 

 

 

参加者Ｇ 



 旭山動物園に関連してですが，旭川駅を降りて動物園への案内表示がないために，動

物園に行くにはどちらの方に行ったらいいのかとよく聞かれます。１週間前にタレントの原

一平さんから電話が来まして，向こうの方でもそういう話があるということでした。 

 宮下通りに細かい案内板はありますが，動物園行きのバスは右の方のアサヒビルの横

です。駅から降りますと全然分かりません。 

 

市長 

 駅を降りてからアサヒビルに行くまでの間，動物園行きのバス停はこちらですという看板

はないのですか。 

 

生活交流部長 

 看板はありませんね。案内所に置いてあるパンフレットには書いてありますが。 

 

市長 

 駅を降りて目に付くところには無いんですね。私どもは分かっているから良いのですが，

分からない方にしたら困りますので，調べてみて，看板を付けられるのかどうか検討させ

ていただきたいと思います。 

 

参加者Ｈ 

 旭川市内の町内会は１，２５０位あると聞いていますが，行政の中の町内会の位置づけ

はどうお考えになっているのでしょうか。ご存じのとおり町内会は任意団体です。今，行政

と町内会は様々な形で協力し合い，安全で安心な地域づくりをがんばってきております。

市の職員もたくさんおりますが，町内会や市民委員会の行事に参加されません。本当に

熱心に活動されている市の職員もおりますが，市職員と町内会について，市長はどういう

形を望んでいるのかお聞かせいただきたいと思います。 

 公園についてですが，私の町内に大きな公園がありますが，犬や猫のふんで子供が安

心して遊べる状況になっていません。他自治体では，公園に犬は入れないという条例を

制定しているところもあるようです。旭川市でもそのような条例の制定を考えられないでし

ょうか。 

 

市長 

 町内会の件につきましては，いろいろな機会で同じようなご意見をいただいております。

町内会の加入率は今７０％を切っており，以前の８０％位あった頃に比べると，やはりか

なり少なくなってきています。町内会に入っていない人たちが，例えばごみを不正排出し

ていたり，街灯や電球は町内会費の中から支出しているのに町内会費を払っていない人

がいるなどという話をいただいております。町内会への加入については，市で強制出来る

ものではないのですが，広報誌やいろいろな市の発行物などに町内会の活動を紹介した

り，皆さんも参加しましょうと呼びかけたりなどして，多くの方に加入していただきたいなと

思っております。また，市の職員で町内会に加入していない人もいます。私どももいろいろ

とお願いをしている側ですから，本来であれば職員も積極的に町内会活動に参加しても

らいたいと思うのですが，これも強制できない部分があります。個人個人の事情がありま

すので，絶対に入るようにとは言えないのですが，職員自身も積極的に活動に参加する

ことにより，その地域を知ることが出来ますので，市役所内のセミナーやいろいろなミーテ

ィングなどの時に，町内会活動をもう少し積極的にやっていきましょうなどと呼びかけたり

など，積極的に参加してもらうという取組は今後ともしていきたいと思っております。 

 

生活交流部長 

 旭川市の公園は広いですから，犬を飼っている方は公園で自由に遊ばせたいという方

もいらっしゃると思いますし，逆に砂場などによく犬のふんがあって，病気になるとかいう

ことで，子どもを遊ばせることができないということもあります。犬が入らないようにしたり，



抗菌性のある砂にしているなど砂場に工夫をしているところもありますが，一つには飼い

主のきちっとした管理，ふんをした場合にはきちっと拾ってっていただくというマナーを守っ

てっていただくことが必要だと思いますし，また野良猫とか野良犬になりますとなかなか

難しいということもありますので，公園をどう管理するか，その在り方などについて，また

地域の皆さんのお知恵をいただく中で検討する必要があると思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

市長 

 他の自治体でそういう条例があるか調べてみますね。 

 

市長終わりのあいさつ 

 限られた時間の中ではありましたが，皆さま方から貴重なご意見をいただき本当にあり

がとうございます。もう少しお話されたい方，ご発言されなかった方には本当に申し訳ない

と思っております。また今日のお話しを聞かれた中でいろいろと考えついたアイデアや意

見などがあるかもしれませんが，気軽に市役所の方にお問い合わせしていただいたりと

か，ご意見をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。また，今日いただい

た部分については市役所の中で検討させていただいて何とか一つでも多く早い時期に実

現できるもの，また将来的に時間のかかるものもあるかもしれませんが整理をさせていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いします。また，個人的にいろいろご質問等があれ

ば気軽に秘書課や広聴広報課にお問い合わせいただければと思います。 

 今日は本当に皆さまお疲れのところ貴重なお時間ですが，お集まりいただきましてあり

がとうございました。もうすぐお盆になりますけどお盆が終わると旭川もすっかり秋めいて

きますが，短い夏，もう残りわずかですが，楽しんで暮らしていただければなと思います。

またこの地域は農業地域なので，今年も豊作になりますように私も祈っております。今後

とも地域の皆さま方のお力添えもいただければと思います。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。 
 

 


