
北海道 視察報告書 

 

視察日時：平成 28年 8月 26日（金）～29日（月） 

視察場所及び内容；１．北海道稚内市 

（稚内市の再生可能エネルギー関連に取り組みについて） 

 ２．恵庭市 

（恵庭市図書の取り組みについて） 

３．根室市 

（黒部市・根室市 姉妹都市提携 40周年記念式典） 

４．当別町 

（重点「道の駅」計画について） 

 

報告者：成川正幸 

 

※会派 新政会の視察です。空き時間に見せていただいたものも含

めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．稚内市視察 

 

〇稚内市の再生可能エネルギー関連に取り組みについて 

 

視察日：平成 28年 8月 26日 

視察場所：稚内メガソーラー発電所 

視察目的：マイナスからエネルギーを生み出すアイデアと情熱。考え方を学ぶ。 

 

（１）市の概要 

人口：35,741 人（平成 28年 6月末） 

面積：760.89k㎡ 

年平均気温：7.3℃（平成 23年実績） 

平均風速：年間を通じて毎秒 7メートル（地上高 20m地点） 

基幹産業：水産業、酪農、観光 

 

（２）稚内新エネルギー研究会について 

①設立経過 

平成 13年 宗谷ふれ雪会 結成（当時は同好会のような形） 

平成 16年 稚内新エネルギー研究会結成 

平成 17年 3月 まちづくり協議会 稚内新エネルギー研究会発足 

 

②目的 

稚内において、地球における新エネルギーの調査・研究を進め、地球親交の

可能性を希求するとともに、地球の環境に配慮し、稚内市における新エネルギ

ーの普及啓発に寄与する。 

 

③内容 

  現存のエネルギーを売っている方と新エネルギーとミスマッチを起こす可能

性があるので新エネルギーは現存のエネルギーを売っている方（ガソリンスタ

ンドなど）がしている。 

雪は貯めて密封するものに魚を入れて保存している。 

平均風速 7～8メートル吹く風は、昔から冬乾燥させて棒鱈を作っている。 

それ以外は風は迷惑。そこで風車を建てた。発電量が安定しない風力発電の電

気は、現在 1 度全て電力会社に売電。しかし、風力発電の電気で水を電気分解

して作った水素を貯蔵して燃料電池に送れば、安定した電力供給が可能になる。

そこで風をひとつの資源だと考え、風というエネルギーを使って、石油に頼ら



ない自然エネルギーで豊かな暮らしを築こうと取り組まれた。当時は画期的だ

った。 

 

〇北のてっぺん緑化プロジェクト 

風が強いために気が育たない。 

〇氷点下貯蔵庫の実証事業プロジェクト 

ハウスの中に雪を入れて、勇知芋を入れて熟成させると糖度が増す。 

現在、北海道大学の支援を受けて行っているが、残念ながら量が少ない。 

 

〇稚内公園新エネルギーサテライト 

エコ足湯の管理・運営 

〇環境セミナー、フォーラム、例会の開催 

〇予算規模 

年間 856千円（平成 27年度実績） 

 

（３）稚内メガソーラー発電所について 

①施設概要 

 敷地面積：14ha 

 有効面積：12.5ha 

 PV枚数：28,498 枚 

 NAS電池：1,000kw×１基、500kw×１基 

 パネル５種類 

  

②内容 

電気は貯められないので水素にして貯蔵する。 

再生可能エネルギーは地産地消。 

しかし、明治乳業、氷を使っている業者以外は電気を使う業者がいない。そこ

で水産業と酪農で使えるように一緒に考えている。 

 

平成のマホロバ事業（環境と経済の好循環のまちモデル事業） 環境省に応募 

平成１８年 NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の採

択決定を受け、稚内市と北杜市の 2市が選定された。 

良くない条件でどれだけできるのか、4年間かけて建設。 

10kwずつ蓄電池も 1基整備。 

平成 18年～5年間の研究 で 70億ぐらいの予算。 

施設は市に譲渡し、現在は市が管理している 



 

太陽光発電パネルは、稚内では多結晶シリコンが主流。 

45度に傾斜して雪が落ちやすくしている。 

3 月、4 月は積雪があり、雪の反射で発電

量が高い。 

雪の反射からヒントを得てホタテ貝殻の

敷設で貝殻からの反射光での発電量の検

証をおこなっている。 

多くは北海道電力に売電、年間 1億 5千万

円稼いでいる 

維持管理は 2千万～3千万円。 

 

設置場所が以前、沼だったので基礎を 20メートル打ち込んでいる。 

今は収益を基金に当てている。 

 

74 基の風車あり、家庭の 85％を風車でま

かなっている。 

大電力を発電し、送電したいが、現在の送

電線が脆弱であり、送電できない。 

 

所見 

黒部市でも小水力発電や宇奈月温泉での「でんき宇奈月プロジェクト」の取り

組みもあり、エネルギー問題に関しては、関心があるところである。 

稚内で人々の生活を苦しめている「強風」と「雪」。強風で風車を回し、雪で芋

を甘くする。 

そのマイナスをプラスのエネルギーに変えようとしたチャレンジ精神は見習わ

なければいけないとことである。 

家庭の 85%を風車でまかなっているとい

うのも凄い。 

環境、エコについて市民に浸透させるのに

苦労していると言っておられたが、どこも

同じであり、今後の取り組みを注視してい

きたいと思う。 

 

 

 



１－２．道の駅「わっかない」 

（複合施設「キタカラ」）視察 

 

※JR稚内駅の駅前再開発に伴う駅ビルリニューアルに伴い、2012年 4月 29日

にオープンした複合施設。館内には、稚内市地域交流センターや映画館、バス

ターミナル、観光協会、コンビニ、グループホームなど多種多様な施設が入っ

ている。運営は、株式会社 まちづくり稚内（第３セクター）。 

ＪＲ駅は通勤通学に使われていないため、人が集まるという感じではなかっ

たそうで、バスターミナルや色々な施設を複合させることで町のランドマーク

にしようと建設されたそうである。「キタカラ」には、地域交流センターも入っ

ていて、観光案内所やキッズルーム、市民活動室、多世代交流ロビーと黒部市

にも交流センター建設の計画があるので見させていただいた。 

 

所見 

人の流れを作り出すということでは上手くいっているように見えた。 

ただ、人が集まるという事はどこかが減っているということ。既存の商店街の

人の流れが気になった。 

事務所に急に行ったにも関わらず、職員の対応が親切で気持ちが良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．恵庭市視察 

 

〇恵庭市図書の取り組みについて 

 

視察日：平成 28年 8月 27日 

視察場所：恵庭市立図書館 

視察目的：街中に本が読める場所があり、その中に 4 つの図書館がある。その

図書館でもさまざまな取り組みがなされており、恵庭市の特徴とな

っている。恵庭市図書の取り組みを視察する。 

 

（１）市の概要 

人口： 69,142 人  （平成 28年 7月末現在） 

世帯数：32,199 世帯 （平成 28年 7月末現在） 

 

（２）内容 

※恵庭市は読書でまちづくりをしている。 

①市立図書館 4 つと学校図書館が強く結びつい

ている。加えて全学校に学校司書を配置し、読書

活動サポート体制を作り出している。 

②議員提案で読書条例（恵庭市人とまちを育む読書条例）の制定。 

③ボランティアの活動が活発。ボランティア 

PTA 38団体 500名。 

④ブックスタート・ブックスタートプラスの実施

（絵本プレゼントなど） 

⑤恵庭まちじゅう図書館の実施。まちの図書館は、

商店が自分の好きな本を貸しだすシステム。スタ

ンプラリーもお店から実施したいとの声があが

る。 

※図書館運営 

市立図書館は平成 4年総合振興計画で指定管理になった。 

窓口は委託になっている。 

図書館は、市の図書全てを管理している。 

ボランティアが多いのが特徴。 

今、公営か民営かで議論されているが、行政から民間は反発が多い。少しずつ

民間に移行している。 

現在、事務所に 7人、司書が３名。司書は専門職ではなく一般事務扱い。 



求めるものは、図書館機能であるが、古くなってきている。電子書籍について

も遅れている。Wi-Fiが全館整備されてない。 

 

※利用者の特徴 

利用者で 70歳 80歳の方は、いくつになっても若いと思っ

ている人が多い。 

そして社会に繋がっていたい。繋がっていたいけど、群れ

たくない。 

そう言った方が利用している。 

建物で交流させたいけど簡単ではない。顔見知りができるので挨拶をするよう

になってくる。 

珍しいのは、男性のみで読み聞かせ団体がある。 

コミュニティーバスは図書館に必ず止まる。 

学校図書館とシステムで繋がっている 

 

所感 

まち全体で読書を推進している。対応していた

だい担当者からも熱意が伝わってきた。図書館と

いうハコモノも大事だが、図書館を通じて何をす

るのか、まちがどうなっていったら良いのかをあ

らためて考えさせられた。図書館で無理に人を繋

げるのではなく、何回も通っていると顔なじみの

方が出来て挨拶するようになる。そんなゆるい感

じのコミュニティを求めている人が多いという

のも、うなずけるような気がした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．黒部市・根室市 姉妹都市提携 40周年記念式典 

 

日時：平成 28年 8月 28日（日） 

場所：根室市総合文化会館 多目的ホール 

 

黒部市から総勢 92 名が来根し、40 周年をお祝いした。 

 

内容 

１．開会 

 市歌斉唱（根室市・黒部市） 

 開会あいさつ 根 室 市 長 長谷川 俊輔 

 来賓あいさつ 黒 部 市 長 堀内 康男 

        黒部市議会議長 木島 信秋 

２．姉妹都市交流の軌跡～交流の歴史を振り返る～ 

３．調印「友情の証」 

４．祝辞 

 根室市姉妹都市提携市民会議 会長 根室市議会議長 田塚 不二男 

５．閉会 

 

黒部市・根室市姉妹都市提携 40周年記念講話 

「元島民が語る北方領土」 

公益社団法人 千島歯舞諸島居住者連盟 副理事長 河田 弘登志 氏 

 

交流記念コンサート 

黒部で第九を歌う会合唱団 

根室市民合唱団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．当別町視察  

 

〇重点「道の駅」計画について 

視察日：平成 28年 8月 29日 

視察場所：当別町役場 

視察目的：平成 27 年重点道の駅に選定された黒部市。前年の平成 26 年に選定

された当別町の取り組み状況を視察する。 

 

（１）町の概要 

人口：16,696 人（平成 28年 8月 1日現在） 

世帯：7,617世帯（平成 28年 8月 1日現在） 

面積：422.86ｋ㎡（そのうち約 20%の 8,630haが

耕地面積） 

特徴：札幌市内まで車で約 45分、JRで約 35分。

基幹産業が農業。 

 

（２）道の駅計画概要 

①建設目的 

道の駅を「当別の将来を変える起爆剤」として位

置付け、 

・多くの人をまちに呼び込み 

・農村と都市の交流人口の拡大 

・農産物販売を通じた農業の振興 

・町内での購買の促進 

を通じて、経済活動の活発化につなげる。 

②概算工事費 

1,074,990,647 円（うち建築費、873,478,647円） 

③建設工程 

平成 27年度 実施設計、用地取得 

平成 28年度 本体工事 

平成 29年度 開業準備、併用開始（平成 29年 9月予定） 

 

④説明 

少子高齢化社会において町をどう発展させていくかが課題。 

そこで交流人口、定住人口拡大を目的に「まちの駅」を建設することにした。 

町の基幹産業が農業であることから、「農産物を売っていこう」ということが決



まり、活性化の起爆剤に位置づけた。 

来年 9月の開業をめざし、本日午後から本体工事の入札がある。 

全国的に「道の駅事業」の多くが失敗している事を念頭に置きながら、平成 25

年度に基本構想、平成 26年度に基本設計を作り上げた。 

 

札幌市から石狩川を挟んで位置し、337 号線 2 車線から 4 車線になる。完成す

ると札幌市に一番近い道の駅になる。北側に旭川市があり、札幌から旭川に行

くときに通過する町、立ち寄っていただく事ができない町であり、認知度ある

が立ち寄った事がない方がほとんどである。 

休憩施設、農産物の販売、食をテーマに目的型の駅にする。 

基幹産業は農業という事もあり、農業の振興、農業所得の向上、農村都市の交

流も考えている。 

現在、町内の購買力は札幌に流れている。特に石狩太美地区は札幌市に食料品

も含めて流れている。 

課題は、道の駅以外に周遊させることである。その為、町内の情報発信も強化

する。 

 

〇道の駅の概要 

右半分の駐車場は国土交通省の事業。 

337 号線の拡幅工事の待避場 吹雪時の避難、チェーン装備、冬の北海道では重

要な場所である。 

左半分は道の駅として交流広場でイベントを設置。プロショップ、物販、食品、

お菓子、地場産品販売、農産加工品などが予定されている。 

 

◯計画概要 

スウェーデンとの交流を意識している（赤い外壁） 

近くにスウェーデンからの輸入住宅が立ち並ぶスエーデンヒルズがある。（民間

開発） 

そこは以前、道営団地を誘致しようとしたが北広島に行ってしまった。 

観光情報などの情報発信と地場産品販売を行う。地場産品は、地元の農産品を

使いながら有名シェフやプロショップ 、有名なお菓子メーカーなどお土産とし

て買っていただけると考えている。 

 

姉妹都市は、スウェーデン、宮城県大崎市、宇和島市。 

宮城県仙台藩（伊達藩） が開拓したのが岩出山町であることから。 

大崎市の道の駅は 15億円の売り上げがある。そのような事から大崎市道の駅の



ノウハウを受けながら計画を策定している。大崎市の道の駅ではロイズ 2～3億

円の販売。 

 

愛媛県宇和島市も姉妹都市、江戸時代に伊達の関係のつながりがあった事で、

相互に交流をしている。宇和島でも農産物直売所で生鮮野菜の販売だが、ロイ

ズを置いている。 

 

町長の政策として「再生可能エネルギーの活用取り組み」がある。 

雪室（ゆきむろ）冬の間に雪を貯めて野菜を冷やすことと、地中熱を利用した

暖房を考えている。地中熱 10 度が通常だが、このエリアは 20 度（100 メート

ルに行かない場所で）ある。 

 

基幹産業は、米、麦、大豆で大規模農業である。野菜作付は少ないので、農業

１０年ビジョンで農業生産の拡大と付加価値を高める野菜生産に取り組む。直

売所は農協とタッグを組んで第 3 セクターで運営予定。農協にも出資してもら

い、農家協議会を立ち上げ、農協が事務局となる。 

運営時期は、北海道の野菜生産がある 4月～11月となる。 

現在、生産量の拡大を依頼している。拡大の為、ビニールハウス設備補助を取

り組んでいる。 

規模決定の要素として、建物面積 1,800 ㎡北海道の 1,000 ㎡が多かったが、最

近は目的型となり、面積は大きくなっている 

理由は、コンパクトにしてしまうとお客様が限られてくるからだそうである。 

国交相予算は 

社会資本整備交付金を使うのも考えたが、厳しい 

道路も 

農業振興交付金を当てている 

建設費 10億、農水省 4千万円、北海道 1億 8千万円 

地中熱のヒートポンプ設備 環境省 3千万円 

起債 地域活性化事業債 90％ 4割が特別交付税 事業費の大枠 

運営の試算 6千万円の資本金を集める 

２年目まで黒字化は難しいと考えている 

 

所感 

札幌と旭川の間に位置するという立地は魅力的である。 

通過する人を少しでも食い止め基幹産業である農業振興と少子高齢化での事業

縮小を補てんする取り組みは理解できる。 



黒部市でも言える事だが、食品を販売することになると既存のスーパーなどと

の競合になる。打ち勝つためにどうＰＲし、付加価値の付いた商品を提供する

かにかかっていると思う。黒部市より先に重点道の駅の指定を受けた場所。何

としても成功してほしいものである。 

 

※その他写真 

 

 


