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【市長終わりのあいさつ】 
 

 開催内容の公開 

 第 44回目となる今回

は，市内の東旭川地域

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。 

 12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 21年 9月 4日（金） 午後 6時 30分～午後 8時 00分 

場 所 旭川市東旭川公民館 講堂(東旭川町上兵村 544番地) 

出席者 ・西川市長 

・市民(12人) 

 

対話の内容 

参加者から寄せられた意見や提言・要望と市長のあいさつ・コメント等，対話集会の内容を

要約したものを掲載します。 

 

※参加者はアルファベットで表しています。 

  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】 
 皆さん，こんばんは。 

 今日は，東旭川地域の皆さんにご案内をさせ

ていただきましたところ，このように地域の皆さ

んにお集まりいただきまして，ありがとうござい

ます。また，ほかの地域の方もいらっしゃるかも

しれませんが，どちらの地域の方でも結構でご

ざいますので，これから限られた時間ですが，

是非，有意義な意見交換ができたらと思いま

す。 

 前回，こちらの地域で対話集会を開催させて

いただいたのは，平成 19年 8月 10日ですか



ら，ちょうど二年前となります。 

 今回もまたこの地域の課題と前回ご提案等いただいた件につきまして，その後の対応状況な

どお話しさせていただきたいと思っています。 

 この集会の趣旨ですが，対話から市政を動かすという私の思いから，地域の皆さんや各団体

の皆さんとの対話集会を開催してきており，これまで団体の方々とは 19回，地域の皆さんとは

24回の計 43回，今回でちょうど 44回目の対話集会になっております。 

 これまで市民の皆さんと直接対話をさせていただいた中で，既に市政に反映させていただい

たものもございます。今日は皆さん気軽に，いろいろな思いをざっくばらんにご意見いただけれ

ばと思っておりますので，どうぞよろしくお願いします。 

 また，東旭川地域は農村地域であり，また大変歴史のある地域です。 

 先日，旭川神社で行われた屯田慰霊祭に出席させていただきましたが，屯田兵をはじめ農家

の皆さんが大変苦労して開墾し，豊かな水田地帯・農村地帯が広がっており，お米・野菜・果

樹・花きなど様々な農作物が盛んにつくられている地域です。 

 旭山動物園という年間 300万人弱の多くの方が来られている観光スポットや，養蚕農家，21

世紀の森，ペーパンダム，兵村記念館などの文化的，歴史的な施設がある地域であります。 

 これまでの対話集会でいただいたご意見の市政への反映状況についてですが，全市的にご

みの問題についてのご意見をいただいております。その中でアパートやマンションに住んでい

る方々のマナーについての話しがありまして，私どもも環境部が中心となり，違反ごみ等につ

いて個人が特定できる場合には，一人一人丁寧に指導するなどの取組を行うことで，違反ごみ

も減ってきておりますが，まだまだ十分ではないところもあります。 

 様々なごみに関する問題に対する解決策の一つとして，アパート・マンションを新築する場合

には，専用ごみステーションを設置していただくこととしました。罰則等はありませんが，ほとん

どの業者や大家さんに，ご協力をいただいております。 

 また，第二庁舎に託児室を開設しました。第二庁舎には「こども通園センター」という発達障害

のある就学前の児童のための施設がありますが，そこに通う児童のご兄弟を預かる託児施設

を 8月 17日にオープンしました。 

 また，東旭川地域は，町内会の加入率が比較的高いと思いますが，町内会への加入促進と

いうことも非常に深刻な課題であり，転入者へのＰＲチラシの配布やご紹介，市民広報やホー

ムページでの町内会活動のＰＲなどいろいろさせていただいておりますが，なかなか抜本的な

対策が無い状況であります。町内会というのは，災害時の自助・共助・公助の中の共助という

部分で大変な役割を果たしていく地縁の基礎団体ですので，年々低下する加入率をなんとか

食い止め，加入率向上のための努力を市民委員会や町内会の皆さんにご協力をいただきなが

ら進めてまいりたいと思います。  

 その他，パークゴルフ場の有料化により芝の整備を行うということで，東光，春光台，秋月橋

右岸のパークゴルフ場で今年から有料とさせていただいております。 

 そして前回，この地域でいただいた課題についてですが，神楽地区の道の駅の案内表示を

目立つようにしてほしいというご要望がありました。その後，関係機関にその旨を伝えまして看

板等を増設をいたしました。その当時に比べて大分わかりやすくなり，改善されたと思います。 

 また，動物園行きのバス乗り場が非常にわかりにくいというご意見がありまして，この件につ

いてもＪＲさんに，案内看板を見やすい場所に設置していただきたいとお願いをして，一定程度

の改善がされたのではないかと考えております。引き続き，観光客の方に来てもらいやすいよ

うなレイアウト等も考えていかなければならないと思っております。 

 それとまた，これは地域の要望ではありませんでしたが，市の事業として本格始動していくの

ですが，東旭川と永山との間にかかっている旭永橋についてですが，大分古くなっていますの

で，架け替えを行う予定です。 

 また，最近の話題ですが，丸井今井が 7月 20日に閉店しましたが，まだ後継テナントが確定

していない状況です。丸井さんの方では，今，道内の不動産会社に商業テナントの誘致の話し

を進めてもらっている最中であり，私どもも，お願いをしているところでありますが，一日でも早く

シャッターを開けることができるように，最大限の努力をこれからも続けていきたいと考えており

ます。 



 また，全国的に新型インフルエンザが非常に流行しておりまして，今日も市内で４校が学級閉

鎖になり，毎日のように市内の学校で学級閉鎖や学年閉鎖になっております。これから秋冬に

かけて，さらに流行が予想されると，厚生労働省が話しをしておりますので，うがい手洗いを基

本として，人ごみに行く際には十分注意をすることしかありませんが，できる対策をしっかりして

いかなければと思っております。 

 また，今年は韓国水原市との姉妹都市提携 20周年を迎えております。先日，盛大にお祝い

をさせていただいたのですが，一方で残念なことに，アシアナ航空の定期便が 11月 7日をもっ

て休止ということになってしまいました。私どももいろいろな努力をしてきましたが，世界的な景

気後退という中で，韓国からのお客さんが激減したこと，また，ウォン安円高の影響や，また一

方で，円高になっているけれども日本も景気が悪い状況が続き，こちらからのお客さんもあまり

増えないという中で，これまで座席保障や着陸料減免等を続けてきましたが，残念な結果とな

ってしまいました。  

 旭川空港も平成 20年度まで毎年のように年間乗降客数が伸びてきておりまして，国土交通

省から地方空港としては日本で一番元気な空港だと，いつもうらやましがられていたのですが，

そういった影響もありまして，今年度は昨年度よりも若干落ち込むのではないかと思っておりま

す。引き続き，国際空港として一日も早く定期路線，韓国に限らずアジア諸国から来てもらえる

ように最大限ＰＲ努力をしてまいりたいと考えております。 

良い話題，悪い話題と両方ありますが，この機会に皆さんにご紹介させていただきました。簡単

ですが冒頭のごあいさつに代えさせていただきたいと思います。これからいろいろ意見交換さ

せていただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【意見交換】 

 

①消火栓の設置について 

参加者Ａ 

 動物園通りの北側を中心に消火栓が設置されていますが，南側については屯田公園の辺り

までずっと消火栓がありません。消防に要望をしたのですが，北側の方からホースを繋いで消

火に当たれば，消火ができるということでした。しかし，動物園道路で特に土日祝日の交通量

の多い時に，道路を横断してホースを渡すとなると，消火まで時間がかかってしまいますので，

何か所かの設置をしていただきたいと思います。 

 

市長 

 消火栓については，地元要望として上がっていることは承知しております。これについては交

通の障害にならないように，上を渡すことができる設備があるようなことも聞いておりますので，

これも消防といろいろと話し合いたいと思います。 

 

②緊急時の宿泊先の確保について 

参加者Ａ 

 二年前に地域のアパートで火災がありました。火災に遭われた住人を今晩何処に泊めるか

について，消防に相談しましたが，消火後については対応できないとのことでした。 

 さらに，公民館や農村環境改善センター，市営住宅などの近隣の施設の空き部屋を使うこと

ができないだろうかと，それぞれにお願いしてみたのですが，前例がない，受入体制ができて

いないなどと断られました。 

 また，日赤に相談したところ，いろいろな物資などの支援はできるようにはなっているが，今は

毛布 2枚しかないということでした。 

 火災等の災害に遭い，寝るところがないという緊急の場合に，何らかの対応ができる窓口が

市においても必要だと思います。 

 

市長 



 緊急時の宿泊先の確保についてですが，昨年 10月，東光に防災センターがオープンしまし

た。そこがまさに万が一の，何かあった時の避難所になるという想定でつくったものですので，

万が一の時にはあそこを優先的に泊まってもらえるような方向で，消防と話し合ってみたいと思

いますし，今後，関係する部署と検討したいと思います。 

 

総合政策部長 

 日赤の窓口は福祉保険部となっており，私が福祉部局にいた時にも，火災に遭って泊まると

ころがないというケースがあり，そういった相談を受けていました。 

 また，離職者用のアパートを借りる予算が付いていますので，一時的にそういったところも入

れると思います。ただ場所については，おそらく火災現場に近い方がよいという話しになると思

いますので，そういった理由でなかなか見つからないということになると思います。 

 また防災センターについては，特に法律でこういう目的に使うと決めているわけではないの

で，検討できると思います。 

 

③「ねんりんピック」の広報について 

参加者 B 

 「ねんりんピック」についての市民の認知度は低いと思います。このような全国規模のイベント

がある時にはもっと積極的に広報したほうが良いと思います。 

 

市長 

 市の公用車約 40台に「ねんりんピック」のステッカーを付けて市内を走ったり，市庁舎には大

きく横断幕を掲げたり，また広報誌でもＰＲしてきましたが，まだまだ知らない方が多いのです

ね。これから他の行事もいろいろありますので，研究していきたいと思います。多くの方に来て

いただいて，経済効果もあるでしょうし，全国から旭川をＰＲしてもらうということで大変重要だと

思います。 

 

総合政策部長 

 せっかく全国各地から来ていただくので，次回開催時にはもっと広報したいと思います。 

  

④ごみ箱の撤去について 

参加者Ｃ 

 最近，買物公園や施設などにごみ箱がなくなりました。持ち帰ってくださいという意味はわかり

ますが，現状は余計散らかっているように見えます。なぜごみ箱が消えてしまったのでしょう

か。設置するようにしていただきたいと思います。 

 

市長 

 ごみ箱の撤去は，ごみの有料化が契機になっています。公共施設等もごみ箱を撤去しており

ますが，家庭ごみをそこへ持ってきて捨てていく人がいるというのが一番の理由です。最低限

必要な場所については，ごみ箱を残していかなくてはならないと思いますし，市民の方に不法

投棄しない，街にごみを散らかさないという意識の高揚を図っていくことが，行政の大きな役割

だと思っております。ごみ箱の撤去は，そういった理由があるということをご理解いただきたいと

思います。 

 

⑤旭川聖苑の業務委託について 

参加者Ｄ 

 来年４月から旭川聖苑の業務を民間に委託するという話しを聞きました。地元の人を何人か

雇用していただいているのですが，業者が変わると使ってもらえない時があり，困っています。 

 また，聖苑の草刈なども入札で業者が変わるのですが，その度にどこまで刈っていいのかわ

からず，今年もいつまで経っても刈ってくれないことがありました。業者が変わると，そうしたこと

も出てくるので，そういうことがないようにしていただきたいと思います。 



 

市長 

 聖苑について，地元の雇用を守ってほしいというお話しは伺っております。なるべく地元の方

に悪い影響が出ないよう，最大限考慮していきたいと思っております。 

 

⑥地域の活性化について 

 ・米原地区の水道整備について 

 ・旭川第１小学校の存続について 

 ・若い世代に住んでもらうための方策について 

参加者Ｅ 

 米原地域はだんだんと人口も減り，第４小学校，第１中学校が閉校となり，今は児童数が 21

人の第１小学校だけが残っています。この小学校が無くなってしまうと，この地域も無くなってし

まうと思います。 

 今年，子どもがいる若い方に住んでくださいと，ホームページや新聞等への掲載，そしてチラ

シを 6000枚を配布するなどの運動をしたところ，山口県，兵庫県神戸市，東光，神居の４世帯

の方が住んでくださいまして，５人の児童が入りました。 

 しかし，米原地区の飲料水は山から引いた沢水を飲んでいて，エキノコックスの問題があった

りと，あまりすすめることができない状況ですので，米原地区の方へ水道を引いてほしいと思い

ます。 

 そして，この地域の学校を無くさないために，若い人に住んでもらう対策を市の方で考えても

らえないかなと思っています。米原の地域を無くさないようにお願いします。 

 

市長 

 水道の話しは以前からお聞きしております。現時点の水道計画の中では，米原までというの

は入っておりませんが，そういう課題があるということは，水道局にも話しを伝えてあります。水

道局も財政計画の中で，拡大していくのは難しいということでしたが，引き続き地域の要望とい

うことで私も覚えておきたいと思います。 

 また，この地域で何とか若い人が増えて，新規就農者が増えて，子どもが増えてくるようにと，

私どもも頑張っていきたいと思います。サラリーマンで住む方は非常に少ないかもしれません

が，今，新規就農の方にいろんなお手伝いをさせていただきたいということで，農政部でもいろ

いろ案を練っていまして，若い人が農家となる際のハードルを低くできるように何かできないだ

ろうかといろいろと考えております。 

 

 ・市街化調整区域の指定解除について 

参加者 G 

 私たちが住んでいる桜岡の駅前も過疎化と高齢化が進み，農家も少なくなってきています。 

 桜岡にぜひ家を建てたという話しもありますが，法律の規制により，家を建てられないという

状況です。一軒でも二軒でも家を建てられる状況にしてもらえると，少しは将来が明るくなるの

ではないかと思っております。 

 

参加者Ａ 

 多くの地域でこのような課題があります。 

 都市計画における市街化調整区域は，農地の乱開発の防止や，郊外に家を建てて水道や下

水道を引いてほしいと言われてもなかなかそうはいかないので，このような区域が決められて

いると理解はしているのですが，区域が決められたのはもう何十年も前のことであり，現状にあ

っていないのではないかと思います。農業の後継者がいるのかいないのか，農地として維持で

きるようになっているのかなど実態をよく調査すべきです。市からは，まだ宅地が余っているの

で，道に調整区域の解除を申請する状況ではない旨の返事をいただいていますが，地域の活

性化のためにぜひ見直しをお願いしたいと思います。 

 



市長 

 難しい部分もあるかと思いますが，検討していきたいと思っています。 

 

⑦町内会への加入について 

参加者Ｂ                                    

 私たちの町内会では，皆ごみは必ず出すのだから，町内会に入りたくない人も準会員として

入ってもらっています。正会員は会費が月 500円ですが，準会員は 200円です。 

 また，アパートの住人はなかなか会えませんので，アパートの大家さんに，新しく入居する方

には家賃プラス準会員の 200円を自動引き落としにするなどしてもらおうと考えているところで

す。 

 東旭川は加入率がいい方だということですが，転入届をする時に，町内会加入の案内をする

など，市の方で何かできませんか。 

 

参加者Ｆ 

 市営住宅の入居者も町内会に加入していただけない方が多いです。また，生活保護を受けて

いる方も同じです。 

 例えば市営住宅に入居することが決定した際や，生活保護受給が決定した際に，市からその

方々に対して町内会加入を勧めるなど，それぞれの部署で機会あるごとに町内会についての

お話しをしていただきたいと思います。 

 

参加者Ｈ 

 ある町内会では，町内会費を払っていない人は，資源ごみを回収してもらえず，直接処分場

まで持っていかなければならないということにしているので，全世帯が町内会に加入しているそ

うです。そこまですることがいいのかどうかわかりませんが，参考までにお話ししました。 

 

市長 

 市では転入者の方に，町内会活動 PRのチラシを渡すなどしております。しかし，強制力があ

りませんので，ＰＲはできますがやはり個人の自覚と大家さんの協力がどうしても不可欠になっ

てくるのかなと思います。私たちも最大限努力していきたいと思います。 

 ごみの件は，参考とさせていただきます。 

 

⑧旭川工業団地の第４期計画について 

参加者Ａ 

 旭川工業団地の第４期計画というものがあります。市では企業誘致専門委員を設置するなど

して企業誘致に力を入れていますが，状況経過の報告が一切ありません。地元住民に状況や

経過の報告など，情報提供をしていただきたいと思います。 

 

市長 

 工業団地の第４期計画については，地元の皆さんと随時，意見交換をしていかなくてはなら

ないと思っていますが，私どもも苦戦をしているのは事実です。 

 以前，全国アンケートを行ったところ，製造業については，旭川に進出したいという企業はほ

とんど無い状況でしたが，コールセンターやデータセンターの業種では，数十社規模で旭川に

興味を持ってくれている企業があり，今，個別で当たっているところですが，まだ具体的な話に

はなっていません。コールセンターとなりますと，街中になってしまいますが，データセンターは

道内でもここは適地ですよというお墨付きを旭川の工業団地はもらっていますので，引き続き

いろいろな機会にＰＲをしていきたいと考えております。 

 道の話しでは，５ヘクタール以上を埋めるだけの企業が無い限りは，工業団地の造成は認め

ないということで，現時点においては，進めることができない状況です。 

 

⑨南町団地の集会所について 



参加者Ｆ 

 建てかえられた南町団地の件についてですが，集会所がありません。計画当初はあったので

すが，先日，市の担当者の方が来られて，住人にアンケートを行なったところ，必要無いという

回答だったので，つくりませんということでした。しかし，今後，西側に 40戸建てると 100戸ほど

の団地になりますので，必要になってくるのではないかと思います。今後，団地をつくられる時

は，そういったことも考慮して進めていただきたいと思います。  

 

市長 

 集会所の話しについては，私も数日前に担当から聞きました。当初はつくる予定で進めてい

ましたが，入居する方々が必要無いと言っているので，やめましたということでした。しかし，今

後また新しく入居する人たちや，また，一度住んでみてからやはりあった方がいいだろうという

話しも出てくるかもしれません。その敷地はとりあえず駐車場にするということで，何も建てない

予定ですから，そういった必要性が出てきた時に再度検討させていただきたいと思います。 

 

⑩中央図書館の駐車場について 

参加者 H 

 中央図書館の駐車場が狭く，土日になると空きを待つ車が並びます。堤防沿いや河川敷など

につくるなど，もう少し駐車場をつくれないでしょうか。 

 

市長 

 図書館の駐車場の件については，常盤公園側への駐車場の増設は難しい状況ですが，車寄

せの部分を設けるなど若干改善しました。また，河川敷については開発局に対し許可を求めて

いるところです。 

 

⑪スタルヒン球場の設備について 

参加者 H 

 スタルヒン球場のトイレが汚い，臭いと非常に不評です。何とか直してもらいたいと思っていま

す。また，ナイター設備を設置していただけると，日ハムなどプロ野球ももっと来てくれるように

なり，旭川への経済の効果もあると思います。 

 

市長 

 スタルヒン球場についてですが，トイレについては，日本ハムの球団の方で一部改修してくれ

たと聞いています。それ以外の箇所は順次整備していきたいと考えております。 

 ナイター設備の設置については，日本ハムの球団といろいろ話しをしている最中です。しか

し，ナイター設備を整備したはいいですが，夜，誰も使ってくれないということでは困りますの

で，引き続き，慎重に話を進めていきたいと思います。 

 

⑫ドッグランの整備について 

参加者Ｈ 

 旭川にもペットを飼っている人がたくさんいますので，東光の運動公園にドッグランを整備して

もいいと思います。 

 

市長 

東光スポーツ公園にドックランを整備することについては，敷地に余裕があれば，今後，検討

材料に入るかもしれません。いろいろ検討していきたいと思っております。 

 

⑬行政と市民の連携について 

参加者Ｇ 

 これからのまちづくりは，行政に何かをしてもらうという時代ではないと思います。行政には市



民が何かをする時に，ネットワークの中心となって動いてくれる役割を担ってほしいと思ってい

ます。 

 例えば，私たちが何か市に提案した時に，それはだめ，できないというだけではなく，市では

できないが，他にこういう方法がありますよとか，行政と市民がいろいろな連携がとれるネットワ

ークをつくっていただきたいと思っております。 

 

市長 

 非常に大切なことだと思っています。縦割りのへい害などがよく指摘されていますので，私も

日頃，職員に対して，風通し良く横の連携をとるようにと話しをしています。 

 また，職員一人一人が相手の立場に立って，コーディネート機能を果たしていかなくてはなら

ないと思います。 

 これからはそういった事が，市民の皆さんに問われていくだろうと思っていますので，行政が

そういった役割を果たしていけるように，随時，私も職員に対し，話しをしていきたいと思ってお

ります。 

 

⑭散歩やウォーキングのコースの紹介について 

参加者Ｇ 

 最近，ウォーキングなどが流行っています。ウォーキングや散歩をするときには，ここの堤防

はいいコースですとか，この地域では，皆さんここを歩いていますなどを紹介するようなものが

あればと思います。 

 

市長 

 サイクリングやウォーキングなど，最近はフットパスと言うのでしょうか，非常に盛んになって

きています。自分のペースで歩けて，非常に健康増進に役立つということです。何かいい方法

がないか検討してみます。 

 

【市長終りのあいさつ】  

 皆さん，今日は遅くまでありがとうございました。 

 地域の課題など，いろいろと貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。 

 私どもも今日のご意見を踏まえて，明日の旭川の為に，一生懸命に取り組んでまいりたいと

思っております。 

 九月に入り，これから日に日に寒くなっていきますが，どうぞ皆さん風邪など引かれないよう

に気を付けていただきたいと思います。 

 また，水田農家の皆さんはしばらく忙しい時期になるかと思います。七月まで長雨や低温であ

ったので，大なり小なり，その影響が出てくるのかなと心配をしておりますが，いずれにしても秋

に美味しいお米を食べられるのを楽しみにしております。 

 今日は本当にどうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。 
 

 


