
場所 参加者数

紅葉山会館 14名

りすた 22名

市役所 27名

ゆうばり文化スポーツセンター 19名

区分 主な発言内容 回答者 回答 備考

コンパク
トシティ

今の移住の意向を見たところ圧倒的
に移住を考えていない人が多い。交
通も含めて集約することでサービス
が向上したり安心が広がることな
ど、狙いだとか状況が十分浸透して
いないことを示している。現状分析
したうえで、対策を考えていくこと
が必要ではないか。

市長

市としては地域住民の方の意向を尊重しなが
ら、居住の維持や緩やかに移り住んでいただ
くことを考えている。転居希望に対応できる
よう住宅整備の方向性を打ち出していきます
ので、再編地区にお住いの方々の検討のきっ
かけにしてほしい。

コンパク
トシティ

旧のぞみ小学校の遊具が比較的そ
ろっていて地域の子どもたちの遊び
場になっているが民間の施設。子ど
もたちの遊び場は市が責任を持って
確保してほしい。

建設課
長

今年度、市全体の公園の在り方について計画
を策定する予定。公園の配置や遊具の管理な
ど効率的で効果的な整備方針を検討していき
ます。ただの再編だけでなく、遊具の充実や
安全の確保にも配慮していきたい。

コンパク
トシティ

平和運動公園にはサッカー場などい
い施設がある。市内の子どもたちが
そこで走ったりボールを蹴ったりす
ることができたら、故郷の良さを体
感できると思う。

市長

現在は市民の皆様の利用においても申し込み
が必要になります。市内全体の公園の利活用
方法として、運用でどういった見直しをする
ことで、自由に使える時間や使える日をつく
れないか検討していきたい。

コンパク
トシティ

南清水沢の市営住宅は10年後に壊す
と聞いたが本当か。

市長

壊す予定は今のところありません。

コンパク
トシティ

平和の団地にある公園の遊具が老朽
化により撤去されると聞いたが残
念。子育て世代が夕張で暮らすため
には子どもが遊べる日影があってベ
ンチがあって遊具がある公園が必
要。公園の配置などの計画的な整備
方針を示しながら進めるべきと感じ
ている。

市長

市内には滝ノ上公園のように条例で定めた都
市公園、福祉部局で所管する児童遊園、市営
住宅に付帯する公園などがある。住民は多い
が公園が無いところなどにどう配置していく
べきか、今年度、検討を進める予定です。

コンパク
トシティ

清水沢には不用品を保管するところ
があるが高齢化が進み南清水沢から
持っていくのには苦労している。新
聞や雑誌は業者がとりに来てくれ
る。一番困るのは衣類。簡易的なも
のでもいいので、不用品を回収する
場所を南清水沢地区にも設置してほ
しい。

市長

地域の方々の利便性向上につながるよう検討
していきます。品目は限られるが、夕張中学
校でも廃品回収は実施しています。アルミ
缶、一升瓶、段ボール、新聞はいつでも引き
受けています。

市長と話そう！あつやトークvol.3　開催結果概要

日時

令和4年5月23日(月)　18：00～19：15

令和4年5月24日(火)　18：00～19：15

令和4年5月26日(木)　18：00～19：10

令和4年5月27日(金)　18：00～19：30
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コンパク
トシティ

清陵町は空き住宅が老朽化するなど
荒廃が進んでいる箇所がある。小学
校に通う子どもたちが目の当たりに
することは明るい夕張の未来につな
がるとは思えない。今後自分の住ん
でいる地域もそのような状況になる
のではないかと思う。地域の再整
備、再開発についてどのようなプラ
ンがあるのか。

市長

今年度から具体的な検討を進めていく段階
で、清水沢地区全体で考えていかなければな
らない。炭鉱会社から引き継いだ賃貸住宅が
多く、入居率が低い状況などを踏まえて考え
ていきたい。

コンパク
トシティ

コンパクトシティ構想は歴代の市長
が進めてきたが、夕張生まれで夕張
育ちの厚谷市長は夕張を愛する気持
ちが人一倍強い。独自の地域再生計
画を期待している。

市長

今年度の市政執行方針の中でも最重要課題と
している。広範囲の地域に住み続けているの
は炭鉱の歴史に由来するもの。その歴史と誇
りを残しつつ新しいマチをつくるコンパクト
シティを進めることが市民の皆様の安心に一
番繋がると思っています。マチの規模が小さ
くなっても、しっかりとキラキラ光り続けて
いけるマチになるように頑張っていきたい。

コンパク
トシティ

コンパクトシティの推進で公共施設
などが拠点地区に集約されていく中
で、地域再編地区のサービスの低下
が心配。 市長

住み続けたいという気持ちは尊重したいの
で、強制的に移転を促すということはない。
地域再編地区はサービスが低下するというこ
とではなく、地域の方々と向き合って真摯に
対応していきたい。

コンパク
トシティ

地域再編地区ではかなりの割合で住
み替えはしないで地域に残るという
人がいるが、引越の負担や新しい住
宅の家賃など何らかの事情が考えら
れるが掌握しているのか。

市長

具体的な理由については別な機会でご紹介さ
せていただきます。
→地域の方の声から、「高齢化（体力の低
下）により移転が困難」や「住み慣れた場所
で暮らし続けたい」などの理由を把握してお
ります。

庁舎整備

具体的に清水沢地区に移転するとい
う説明があった。今後、内部検討が
進むのだと思うが、市民への説明は
どのように考えているのか。

市長

今回の住民懇談会も一つの説明する手段だっ
た。まずは何故、今、移転して立て替える必
要があるのかを理解していただきたい。今後
の検討状況によっては住民懇談会も必要。10
㎞も離れたところに移転させるのは全国でも
あまり例がないケースで多くの課題もある
が、丁寧に対応していきたい。

高校魅力
化

色々な取り組みをしているようだが
何が売りか伝わってこない。地元か
ら7割夕張高校に進学してもらいたい
ということだが、どういうところが
いいのかわからない。 市長

地元の子どもたちを高校生まで、地元で育て
る環境を整えたい。高校を維持するには生徒
数の確保が必要だがそれは魅力ではなく、夕
張高校を選んでもらえるような魅力づくりが
必要で、市外からも通ってもらえるような高
校にしていくことが求められている。そのた
めに学校長、教育長、市長とであらためてビ
ジョンを明確にしていきたい。

高校魅力
化

ゆうばり小学校の入学者は20名程
度。将来7割夕張高校に入学しても存
続に必要な20名は切ってしまう。こ
の状況において魅力化は高校だけで
はなく、小中高全てに力を入れるべ
き。もっと高校に通っている生徒か
ら夕張高校の魅力を生の声として小
中学生に伝えてほしい。知っている
先輩から通っている夕張高校の魅力
を聞く経験があった方が良いと思
う。

市長

魅力化は高校だけでは成就しない。小中学校
も含めて全体で取り組むことが必要。小学生
の時に札幌から夕張に来て現在夕張高校に通
う生徒が、友達との距離感やゆったりと流れ
る時間、小規模校だからこそ先生と色々な話
ができる学校は、私にとってすごく良かった
と話してくれて感動した。こういった言葉も
広報などで紹介するなど情報発信を強化して
いきたい。
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公共交通

市内の様々な事業者が無料の送迎
サービスをやっている。市長が言う
互助という考えでうまくかみ合わせ
ていけば公共交通だけに頼らなくて
も満足度の高い交通体系をつくれる
のではないか。

地域振
興課長

どうすれば効果的な体系になるかを考えなが
ら調査したい。送迎サービスには制度的な
ハードルや法律的な制約もあるので確認しな
がら進めていきたい。

公共交通

夕鉄バスはあんまり乗っていない。
栗山町などは小さいバスを使ってい
る。夕張市も小さいバスにした方が
良いのではないか。

市長

ＪＲ夕張支線が廃線後、バスの小型化で経費
削減ができるのではないか検討したが、路線
バスで小中学生が通学していることや市外線
との関係も含めて今の規模のバスが必要と
なった。できるだけコストのかからない運行
が望ましいので検討していきます。

公共交通

夕鉄バスの急行で敬老パスを使える
ようにしてほしい。2台続けて急行と
いうこともあるが、その時は2時間待
つことになる。 市長

現在急行は対象となっていないが、担当の福
祉部局と情報を共有して現状を確認しながら
今後の参考とさせていただきます。

その他
（ふるさ
と納税）

ふるさと納税をしてレースイの宿泊
券を返礼品に選んだが閉鎖してし
まったときに、夕張市からしばらく
連絡もなくどうしたらよいのか困っ
たという話を聞いている。やるべき
ことをやらないと夕張市の印象が悪
くなるのでしっかりやってもらいた
い。

地域振
興課

該当する方には直接連絡をとり、代替品によ
る対応を提案させていただいています。
※対応が遅れご迷惑をおかけし申し訳ござい
ませんでした。今後同じようなことのないよ
う丁寧な対応を心がけていきます。

その他
（ごみ処
分場）

ごみ処分場がもう満杯だがどうする
つもりなのか。代替地を早く見つけ
なければ対応できなくなるのではな
いかとみんな心配している。 市長

計画処分の仕方としてできることはやってい
ますが、今年度残余量調査を行い、次の対応
を検討します。

その他
（ＪＲ夕
張市線廃
線）

廃線後のレールなどＪＲが撤去して
更地にするのが当たり前。前にも要
請したが危険な状態が放置されてい
る。

市長

危険個所についてはＪＲが順次作業を進めて
いくと聞いています。

その他
（ＣＢ
Ｍ）

昔、炭層メタンガス（ＣＢＭ）の試
掘が始まったというニュースがあっ
たがどうなったのか。

市長

試掘などを行ってガスがあることは確認され
ているが、商業ベースで活用できる排出量で
はないことがわかった。今後民間などの意向
に応じてデータなどを積極的に活用していき
たい。次のステップに行ける段階ではないの
で事業を休止しているところ。
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