黒部市議会「自民同志会」行政視察報告書
日時：令和元年 10 月 22 日（火）〜25 日（金）
参加者：木島、高野、柴沢、大辻、中野、谷村、成川 計 7 名
視察場所：
① 函館市地域交流まちづくりセンター
② ハンズハーベスト北海道
③ 千島歯舞諸島居住者連盟
④ 根室港防潮堤（根室市役所・根室港）
⑤ 北方館
⑥ 北方領土資料館
⑦ 「えとぴりか」
⑧ 北方四島交流センター「ニホロ」
目的：
① 本市にも市民交流センター建設が予定されており、運営方法を中心にどうやって市民に
使いやすく集客しているのかを視察する。
② 昨今、食品ロスの問題がクローズアップされていることから、現状を伺って本市にとっ
て何が必要なのか学ぶ。
③ ④⑤⑥⑦⑧ 本市と姉妹都市でもある根室市や北方領土関連施設を訪れ、北方領土を直
接見て聴くことで、あらためて領土問題の重要性を学ぶ。

函館市地域交流まちづくりセンター視察報告書
日時：令和元年 10 月 22 日（火）13:00〜14:30
場所：函館市地域交流まちづくりセンター
函館市末広町 4 番 19 号
沿革：大正 12 年 丸井今井呉服店函館支店として 3 階建てで建築。
昭和 44 年 市が、丸井今井から土地建物を購入
昭和 45 年 市役所の一部として使用開始（水道局）
平成 14 年 耐震（角地がいつまでも空きビルはイメージが悪い。市民が集える場所
にならないか。
）
平成 17 年 改修工事
平成 19 年 センター竣工
平成 27 年 「NPO 法人 はこだてグループ」指定管理開始
概要：百貨店だった建物を市が購入し、水道局を得て、
「地域交流まちづくりの場」として
センターを立ち上げた。運営は指定管理者が行い、さまざま企画で、集客している。
目的：本市も市民交流センターの建設が予定されており、運営方法も含めて、市民がりよ

うしやすいものにするにはどうすれば良いのかを学ぶ。
内容：
〇指定管理 1 期５年の最終年。メンテナンスも含めてグループ会社が実施。観光案内所で
はないが観光案内を行っている。
〇行政財産はフロアだけのため、喫茶店を開いてくれた。喫茶店が水曜日定休日の為、
集客目的で水曜日限定マルシェを実施することになった。出店料は無料だが、「売り上げは
見込めないが良いか」と声をかけている。当初は出店者が集まらなかったが、口コミで広
がり今では抽選で出店者を決定している。
〇市内パンフレットはたいがい揃っている。観光案内所は基本的にはクーポン付きはダメ
という問題があるが、指定管理のセンターだから置くことが出来る。また、役所的には難
しい新規店舗オープンのチラシも置いている。
チラシを置いて、沢山チラシを置かせてほしいと言われたらどうなのかとの意見もあった
が、そういった事が起きてから考えることにした。
チラシを持っていくのかどうかの選択肢はお客様なので、必要な人は持っていくが必要で
ない人は持っていかない。いろんなチラシを置くことで、市内外問わず持って行ってくれ
るようになった。
〇入口入ってすぐの場所に、地産施設がある。通年通して障がい者施設商品を販売してい
る。当時、市長から販売場所を何とか確保できないのかとの提言があり、入口のコインロ
ッカーを移動させて、今の場所になった。
〇SDGs 講演会を実施。定員 40 名のところ 50 名集まった。SDGs に関して関心が高いこ
とが分かった。
〇市民の方々の展示スペースだが、元は展示スペースではなかったので、市民がスペース
を利用することは出来ないと言われた。そこで考えたのがセンター为催にした。現在は、
12 月まで 1 日から 2 日空くだけで、年間通してなかなか予約が取れない状況になった。
運営方法は、常駐なしで、ほったらかしでもいい。利用期間は、土日を挟んだ 1 週間 1 週
間から 10 日の利用になっている。使用料 1,000 円という価格設定は、収益は考えずに、集
客と市民の方に使ってもらうため。当初は無料だったが、会場費ではなく活動支援費とし
て徴収。
〇チラシを置く棚があるが、それ以外にも月ごとのイベントカレンダーが階段フロアの壁
に設置した。政治と宗教のものはダメ。壁に鋲はダメだが、指定管理が終了する最後に壁
を直していくのであれば OK と了承してもらった。
〇会議室は 9 時から 21 時まで利用でき、一般 500 円、物販 1000 円で、市内が問わず利用
できる。
また、生産性を生まない市民活動については、月 3 千円で事務所スペースが借りられる。
〇イベントホール 1 日 1 万円、物販 2 万円で利用できる。設営から撤収までセンタースタ
ッフが行っている。予約は条例で半年前から。

〇为な質疑
問：函館市は、1 年に 3 千人人口減少しているので、冷えた町になっているのではと思って
たが、元気なことに驚いた。現状はどうか。
答：人口減少は、このセンターで、いくら頑張っても解決できない。全国の魅力度ランキ
ング 2019 年で函館市は 1 位になった。
しかし、企業が少なく、大学があるが学生は残ってくれるのか分からない。子育てに
関しても非常に厳しいというのが現実。
問：北海道新幹線の影響はあるか。
答：新幹線駅は隣の北斗市にある。何もない場所に駅がある。どうやって連携するかが課
題である。函館市内は、空港から 20 分で立地条件がいいので、新幹線にはあまり期待
していない。
問：利用者について
答：北海道教育大学からインターン生が来ている。利用者年齢は多様である。
問：駐車場はあるか。
答：駐車場は 30 台。そもそも土地が無いので、駅のほうに百貨店が移転した。30 台は少な
いように感じると思うが、市内の施設と比べると多い。足りないものを無いと言って
いてもダメ。弱みをどう強みに変えていくのかが大事。
問：利用時間・料金について
答：使ってもらってなんぼ。役所的なやり方でやっていくと誰も来なくなる。例えば 9 時
開館だが、その時によって柔軟に対応する。使いたい時間で利用してほしい。
教育委員会関係の市民活動の利用料金は無料。
〇写真

所感
カフェが休みの時の集客目的でのイベントや、障がい者施設の商品を入口に持ってくる。
イベントチラシを壁に張ったカレンダーに張り付ける。団体支援のために安価で事務所ス
ペースを貸し出す。
会議室の貸し時間を 1 時間ごとで借りやすいようにしているなど、
「ここに来れば色んな
情報を得ることが出来る」
「人はどうしたら集まってくれるのか」等、どうしたら、そう思
ってもらえるのか工夫している。
本市にも取り入れたら面白い事例が沢山あった。

NPO 法人ハンズハーベスト視察報告書
日時：令和元年 10 月 23 日（水）14:40〜15:30
場所：NPO 法人ハンズハーベスト事務所
札幌市中央区南 24 条西 15 丁目 1‐5
目的：食品ロスの問題がクローズアップされていることから、フードバンク活動の現状を
学ぶ。
概要
2008 年 12 月 1 日創立
2014 年 7 月 1 日 NPO 法人として許可
〇内容

「ホームレスの方に食べさせてあげたい」からホームレスの炊き出しからスタートしてい
る。スタッフは、登録 16 名、実働 13 名、仕事を持っている人 2 人で男女比半数。すべて
ボランティアで運営している。配布しているところが 30 団体あり、無償でいただいて無償
で提供するのがモットー。生活困窮者支援がメインであり、生活保護以外の者を支援する。
特に母子家庭 20 所帯取りに来ている。ここから行った品物でおかずが一品増え、食事時間
が伸びて、会話が増えることを願っている。
個人からの寄付がメインで企業からの寄付はあまり受け取っておらず、賛助会員を設け
ていない。また国からの補助金は一切もらっていない。行政や社協からも協力はない。
現在、倉庫には、じゃがいも 400 キロ以上ある。青果場で、玉ねぎの袋詰めの際、はね
者が出るので、それをいただいてくる。少しでも美味しいものをお腹いっぱいにしてあげ
たいという気持ちで、寄付を募ったら、いっぱい来た。余ったら施設持っていき、喜んで
くれたのでもっともっと集めたくなった。
スタッフは「ありがとう」のシャワーを浴びている。
生活保護申請。受理されるまでの生活が出来ないから支援してほしいと社協から簡単に降
ってくる。すぐ届けてほしいというから大変な思いをして品物を届けに行くと、本人はピ
ンピンしている。そういうことが続き、社協と話し合いを持った。その時に箱を買ってき
て、4000 円分相当の品物を入れたものを持参した。
本人に届けるのではなく、社協に届け、送料 1500 円は、社協が本人に貸付する提案をした。
目的は、ただ挙げてばかりだと自立しないと考えたから。しかし、社協は、自分たちが届
けるからお金は不要と言ってきた。話しが平行線で辞めた。また、市の保護課には、災害
備蓄品を利用してほしいと言ったが、返事なし。1 年たてば職員担当が変わる。2 年くらい
社協、市が来ていない。
生活保護者は毎月 20 日過ぎると生活保護費が出るまで頻繁に来るようになる。生活保護
は連鎖する。困ったら保護か行けばお金がもらえる。そういう親を子どもが見ている。生
活保護は優遇されている。生活保護者の子どもが大学行けるようになった。世帯分離。保
護費が減り生活が出来なくなったという連絡が多い。生活保護者の子どもたちは、自分た
ちがアルバイトすると保護費が減らされるので、ボランティアで交通費をもらったほうが
いい。困っている方を見極める目が必要である。
生活保護の家庭の子どもはそんな感じ。目標が無くて大学へ行く。結局、母子家庭の母
親、コープ奨学金 20 所帯のうち 3 人いた。2 人応募した。もっと応援するべき。
おととし 11 月、某商社から災害備蓄品が入ることになった。アルファ米、カンパンなど
が入った 3 日分の箱を約 4800 個。それらが函館、苫小牧、釧路、旭川、帯広、北見、6 か
所に備蓄している。送料だけでも持ってほしいと言われたが、地方にある分を地方で消費
できないのかということで 1,000 箱近いものを地方で消費した。残りの箱で事務所倉庫は
足の踏み場もなかった。

〇写真

〇所見
事務所兼倉庫には、山積みになった段ボール箱が見えた。ゴミではなく資源として、こ
れで一人でも助かるのであれば嬉しい限りである。代表の小山さんの体験からの話は、と
ても説得力があった。黒部市での困窮されている方がいるのであれば、届ける仕組みを作
らないといけないと思う。どういった方法が良いのか、今後研究検討したいと思います。

重要港湾根室港弥生町地区

防潮堤施設

視察報告書

日時：令和元年 10 月 24 日（木）11:00〜12:00
場所：根室市役所、根室港弥生地区
〇根室港の概要
重要港湾根室港・・・根室港区と花咲港区の 2 か所からなる港湾で、根室地域の振興に
伴う物流の拠点。
平成 30 年外航船 366 隻中ロシア船籍 361 隻 98%。内航船 32,460 隻中、漁船 31,871 隻
98%を占める。外航船は水産品輸入、内航船は漁船

漁獲物の水揚げ数量 7,468 トン全国

11 位。金額は 2,211,900 万円で全国 5 位。平成 30 年さんまの水揚げ、9 年連続 22 回目の
日本一 34%41,616 トン 38%864,200 万円。漁船は、平成 30 年 1,441 隻。
北方四島との関係は、平成 4 年日本人とロシア人が北方四島交流事業ビザなし交流 27 年

間で 13,791 人、ロシア人は 9,800 人、累計 23,519 人。
北方四島との共同経済活動が始まれば、根室港の重要性が増す
〇高潮発生の経過
平成 26 年 12 月 17 日 過去最大潮位 2.03 メートル
平成 27 年 10 月 8 日

最高潮位 1.67 メートル

〇防潮堤整備
平成 29 年 2 月より整備。同年 10 月に竣工。
総工費 約 5 億 6 千 3 百万円
アルミニウム合金ゲート、コンクリート製胸壁
〇供用開始後稼働状況
これまで 8 回閉鎖
〇質疑
問：ここ以外に浸水危険個所があるのか
答：一部あるが、他の対策で対応していく。
問：国がやると決めたのは
答：社会資本整備交付金 配分は北海道全体からなので 6 年間かかると試算。災害対策緊
急事業推進費（災害合った翌年しか使えない）を利用した。
問：花咲のほうは合い丈夫なのか
答：先の方にあるので市街地と離れている。
〇写真

〇所感
人の命を守るためには、日ごろの備えが必要。今回、行政が出来るハードの整備を見せ
ていただいた。何度も被害にあった場所が防潮堤が完成し、災害から守ることが出来、良
かった。本年は、全国で台風の被害が発生している。本市においてもいつ災害が発生する
のか分かりません。後悔しないように防災を進めていかなければなりません。

北方領土関係視察報告書
日程：令和元年 10 月 24 日（木）〜25 日（金）
視察場所：千島歯舞諸島居住者連盟
北方館・望郷の家
北方領土資料館
えとぴりか
北方四島交流センター「ニホロ」

北方領土とは
歯舞群島（多楽島、志発島、勇留島、秋留島、水晶島、貝殻島など）、色丹島、国後島、
択捉島の四島。
〇大きさ・元居住者数
島

名

広さ（ｋ㎡）

備

考

人口（人）

国後島

1,489.3

奄美大島の 2 倍

7,364

色丹島

247.7

徳之島と同じ

1,038

択捉島

3,166.6

鳥取県に近い

3,608

歯舞群島

94.8

小笠原諸島とほぼ同じ

5,281

合計

5,003.1

17,291

千島歯舞諸島居住者連盟視察報告書
昭和 33 年 7 月 31 日に北方領土の早期返還および元居住者等への援護等の充実を図るこ
とにより、北方領土問題及び関連諸問題の解決促進に寄与するために設立して団体。
〇事業概要
① 北方領土返還要求運動の推進
② 北方領土問題に関する啓発活動の推進
・北方四島自由訪問事業の実施
・北方墓参事業への協力
・北方四島交流事業への協力
・財産権保護の検討など援護問題への対応
③ 北方四島訪問事業の円滑な実施

④ 後継者の活動
・後継者活動委員会の開催
・後継者活動推進員の配置
・後継者の研修・セミナー等の問題
・後継者キャラバン事業の実施
・後継者街頭啓発事業の実施
⑤ 千島会館の運営

北方館・望郷の家視察報告書
昭和 55 年に開館した北方領土資料館
館内には北方領土の歴史資料の展示、
「望郷の家」として島の住宅地図などを展示してい
る。また 2 階の展望室からは、北方領土の島々が見える。

北方領土資料館視察報告書
平成 28 年 3 月 31 日に閉館した根室市観光物産セ
ンターに代わり、同年 12 月 26 日に北方領土の戦前
の暮らしの展示をコンセプトにし北方領土資料館と
して開館した。
ジオラマ、シアタールームがあり、当時の衣食住
を展示。動物のはく製も迫力がある。

「えとぴりか」視察報告書
平成 24 年度から供用が開始された北方四島交流等事業に使用する船舶
船名:えとぴりか（公募により決定）
総トン数:1,124 トン
全長:66.51ｍ
旅客定員:84 名
所有者:株式会社マリン・アドベンチャー

北方四島交流センター「ニホロ」視察報告書
北方四島に居住するロシアの人達との交流拠点として、ロシアの暮らしが分かるように
部屋を再現していたり、簡単なロシア語を学べるような展示もある。展望室からは北方領
土が見え、展示室では北方領土の歴史やロシ北方領土で生活するロシア人の映像が見られ
る。
名称のニホロは、
「日本」
「北海道」
「ロシア」の頭文字で日本とロシアを北海道が懸け橋
となってつなぐという意味だと伺った。

所感
根室訪問は今回で 2 回目。北方領土関係施設を廻らせていただき、あらためて領土問題
の歴史、重要性を学んだ。足を踏み入れられない場所になっている北方領土の現状を、肉
眼で見て早期解決してほしい気持ちが強まった。

