９ 市民参加の取り組み
（１）まちづくり基本構想策定市民委員会の設置
「釧路市基本構想策定市民委員会設置要綱」に基づき、協議や助言をいただく「釧路
市まちづくり基本構想策定市民委員会」を設置しました。
委員は、学識経験者、各種企業・団体推薦者と２名の公募市民の20人（男性10人、女
性10人）で構成し、年齢階層についてもバランスのとれた委員構成となりました。

2016(平成28)年７月11日の発足から６回の市民委員会が開催され、それぞれの立
場からご意見をいただきました。
釧路市まちづくり基本構想策定市民委員会 委員名簿
氏 名
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（五十音順、敬称略）
所 属 等

委員長

小磯 修二

釧路市顧問

副委員長

川村 修一

釧路商工会議所 専務理事

委員

浅野 達彦

阿寒農業協同組合青年部 副部長

委員

五十嵐 志保

公募委員

委員

伊藤 靖代

釧路市東部北地域包括支援センター 所長

委員

井上 かおり

全日本空輸株式会社釧路支店 支店長（～2017(平成29)年６月）

委員

井上 雅敬

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 地域福祉課長

委員

大嶋 春香

釧路市私立幼稚園連合会 副会長・研修部長

委員

大野 良太

一般社団法人釧路青年会議所

委員

金子 ゆかり

一般社団法人北海道建築士会釧路支部 女性委員長

委員

川前 あゆみ

北海道教育大学釧路校 准教授

委員

口田 良隆

一般社団法人釧路市医師会 事務統括部長

委員

佐野 修久

釧路公立大学地域経済研究センター センター長

委員

柴崎 初美

釧路信用金庫 総務部 上席調査役代理（2017(平成29)年６月～）

委員

夏堀 めぐみ

クスろ 代表

委員

西村

釧路市連合町内会 会長

委員

長谷川 真由

公募委員

委員

畑 由規子

三ッ輪運輸株式会社 総務課長

委員

原田 隆行

公益財団法人釧路根室圏産業技術振興センター技術開発課 課長

委員

檜森 重樹

一般社団法人釧路水産協会 専務理事

委員

松尾 千穂

釧路市教育委員

毅

97

（２）まちづくり基本構想等策定に向けたアンケート調査の実施
まちづくり基本構想の策定に当たり、市政に対する市民の意見等を反映させるために
実施しました（調査時期 2016(平成28)年７月）
。
① 市民アンケート調査
釧路市への愛着や継続居住意向、地域の強み・弱み、まちづくりへの参加意向、釧路
市が重点的に取り組むべきものなどについて調査しました。無作為で抽出した満16歳以
上の市民10,000人に郵送し、2,946人から回答がありました。
② 中学生アンケート調査
釧路市への愛着や継続居住意向、自慢に思うこと、まちづくりへの参加意向などにつ
いて調査し、市内各中学校の代表生徒51人から回答がありました。
③ 企業アンケート調査
まちづくりや地域社会への貢献活動の取組状況、釧路市が重点的に取り組むべきもの
などについて調査しました。市内に事業所を有する企業から抽出した104社に郵送し、56
社から回答がありました。
④ 各種団体アンケート調査
市内の産業、教育文化、民生、地域づくりなどに関わる諸団体を対象に、各団体の抱
える課題、まちづくりへの参加意向、釧路市が重点的に取り組むべきものなどについて
調査しました。178団体に郵送し、111団体から回答がありました。
⑤ 長期滞在者アンケート調査
居住地と釧路市を比較し、釧路市の住みやすさ、魅力的に感じることなどについて調
査しました。市内への長期滞在者153人に配付し、51人から回答がありました。

（３）まちづくり基本構想シンポジウムの開催
まちづくり基本構想の周知を図るため、
「釧路市まちづくり基本構想シンポジウム
～つながる まち・ひと・みらい～」を開催しました。
① 日

時

2017(平成29)年10月10日(火) 午後１時30分～午後４時

② 会

場

ANAクラウンプラザホテル釧路（釧路市錦町３丁目７番地）

③ 内

容

ア 報告
「釧路市まちづくり基本構想の策定について」
報告者

蝦名 大也 釧路市長

コメンテーター 小磯 修二 氏（市民委員会委員長）
イ パネルディスカッション
「釧路市のこれからのまちづくり ～域内連関が築く開かれた信頼社会～」
モデレーター

小磯 修二 氏

パネリスト

西村

毅 氏（市民委員会委員）

畑 由規子 氏（同）
川前 あゆみ 氏（同）
夏堀 めぐみ 氏（同）
沼尻 智成 氏（釧路信用金庫経営企画部地域力創造グループ）
④ 参加者数

283人

※ 民間派遣協定により釧路市総合政策部都市経営課
基本構想担当に在籍（～2017(平成29)年９月）
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（４）地域協議会、審議会等での協議
合併前の釧路市、阿寒町、音別町の３区域を単位として設置している地域協議会や各
部局所管の審議会などにおいて、策定のためのご意見をいただきました。
開催日
2016(平成28)年
７月28日

審議会等の名称

参加者数

第１回釧路市国民健康保険運営協議会

８人

８月１日

第１回釧路市子ども・子育て会議

20人

８月４日

第１回釧路市社会教育施設等運営審議会

12人

８月24日

第１回釧路市高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定市民委員会

21人

８月26日

第２回釧路市都市計画審議会

９人

８月30日

第２回釧路市男女平等参画審議会

11人

８月31日

釧路市青少年問題協議会

17人

９月２日

第２回釧路市社会福祉委員会

41人

９月８日

釧路市スポーツ推進委員協議会(釧路地区)９月定例会

13人

９月29日

釧路市発達障害者支援連絡調整会議

10人

（５）市民意見提出手続（パブリックコメント）の実施
① 釧路市まちづくり基本構想 構想編
ア 募集期間 2017(平成29)年10月17日～11月15日
イ 意見の件数（提出者数） 10件（３人）
② 釧路市まちづくり基本構想 計画編
ア 募集期間 2018(平成30)年１月26日～２月８日
イ 意見の件数（提出者数） ０件（０人）
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（６）市民参加のための資料等の公開
策定の状況をお伝えし、意見をいただくため、
「市民参加のための資料」や「アンケー
ト調査報告書」などを公開しました。
公開日

公開内容

公開場所

2016(平成28)年
第１回市民委員会の開催について
７月６日
８月８日 第１回市民委員会の開催結果について
11月24日 第２回市民委員会の開催について
12月１日

まちづくり基本構想等策定に向けた
アンケート調査報告書

12月26日 第２回市民委員会の開催結果について
2017(平成29年)
第３回市民委員会の開催について
２月３日
３月17日 第３回市民委員会の開催結果について

・市役所本庁舎・各行政センター
１階 市政情報コーナー
・支所
（鳥取支所、春採支所、桜ケ岡支所、
大楽毛支所、阿寒湖温泉支所）

５月29日 第４回市民委員会の開催について
７月３日 第４回市民委員会の開催結果について

・コミュニティセンター
（コア鳥取、コア大空、コアかがやき）
・市立釧路図書館

８月22日 第５回市民委員会の開催について
・市役所本庁舎

第５回市民委員会の開催結果について

３階 都市経営課基本構想担当

10月17日
まちづくり基本構想 構想編(案)
11月13日 第６回市民委員会の開催について
2018(平成30年)
第６回市民委員会の開催結果について
１月16日
１月26日 まちづくり基本構想 計画編素案(案)
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