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再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化 
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    平成平成平成平成２２２２６６６６年度「市町村職員道内先進事例研修年度「市町村職員道内先進事例研修年度「市町村職員道内先進事例研修年度「市町村職員道内先進事例研修」」」」のののの概要概要概要概要        
                

１１１１    目的目的目的目的    

        個性豊かな地域づくりや行政課題の解決等に向けた取組を行っている道内市町村等の先進事例

を学ぶとともに、訪問先や地域リーダーとの交流を通じ、分権型社会における市町村職員の資質向

上や人材の育成を図り、活力ある地域づくりの推進に資することを目的とする。    

    

２２２２    日日日日    程程程程    

平成２６年１０月２９日（水）～３１日（金） ３日間 

    

３３３３    研修研修研修研修先先先先及び研修及び研修及び研修及び研修テーマテーマテーマテーマ    

 （１） 留萌市 

     テーマ：「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり 

     日時：平成２６年１０月２９日（水） １４：００～１６：００ 

     場所：るもい健康の駅（留萌市花園町３丁目１－１） 

     講師：留萌市市民健康部コホートピア推進室次長 橋本るみ子 氏 

     施設見学：るもい健康の駅 

 （２） 遠別町 

     テーマ：ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組 

     日時：平成２６年１０月３０日（木） １２：４５～１５：５０ 

     場所：遠別町役場（（遠別町字本町3丁目37番地） 

     講師：遠別町総務課企画振興係長 佐藤 克久 氏 

     施設見学：遠別町移住交流支援センター（遠別町字本町２丁目） 

 （３） 苫前町 

     テーマ：再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化 

     日時：平成２６年１０月３１日（木） ０９：２８～１１：５８ 

     場所：苫前町役場（苫前町字旭３７－１） 

     講師：苫前町農林水産課 水産係長 佐藤 靖幸 氏 

農林係長 田島 一史 氏 

     施設見学：① 北るもい漁業協同組合 

苫前支所衛生管理型（定温）荷捌き所（苫前町字苫前85番地） 

説明者：北るもい漁業協同組合苫前支所長 高野 末喜 氏 

          ② 苫前町農業協同組合 

雪冷ハイブリッド式定温倉庫（苫前町字古丹別27番地の1） 

説明者：苫前町農協農業振興部長 前川 彰 氏 

    

４４４４    行行行行    程程程程    

        「平成２６年度市町村職員道内先進事例研修 行程表」のとおり 

    

５５５５    研修参加者研修参加者研修参加者研修参加者    

        市町村職員１６名、事務局（北海道市町村振興協会）２名  計１８名 

        参加者の所属等は「平成２６年度市町村職員道内先進事例研修参加者一覧表」のとおり 

    

    

    



10:55 ホテルポールスター札幌／集合ホテルポールスター札幌／集合ホテルポールスター札幌／集合ホテルポールスター札幌／集合（札幌市中央区北4条西6丁目）

１日目１日目１日目１日目 ↓
12:00 昼食 道央道砂川ハイウェイオアシス道央道砂川ハイウェイオアシス道央道砂川ハイウェイオアシス道央道砂川ハイウェイオアシス

↓

10月29日10月29日10月29日10月29日 13:08

(水）(水）(水）(水） ↓

14:00

研修①　留萌市研修①　留萌市研修①　留萌市研修①　留萌市

16:30 終了
16:45 宿泊

18:00 意見交換会・居酒屋「将軍」（留萌市錦町1-1-5　℡0164-43-5125）

　　　

２日目２日目２日目２日目 9:25 宿泊施設発※ホテルニューホワイトハウス前集合

↓

10月30日10月30日10月30日10月30日 11:20 昼食 道の駅富士見 レストランとんがりかん

（木）（木）（木）（木）

↓

12:45 研修：遠別町役場（遠別町字本町3丁目37番地）
15:15 終了
15:25 施設見学：遠別町移住交流支援センター（遠別町字本町２丁目）
15:50 研修終了

↓
17:15 宿泊 ・とままえ温泉ふわっと

（苫前町字苫前119-1　℡0164-64-2810）

18:00 意見交換会・とままえ温泉ふわっと１階レストラン

9:15

３日目３日目３日目３日目 ↓

研修③　苫前町研修③　苫前町研修③　苫前町研修③　苫前町

10月31日10月31日10月31日10月31日 9:28

（金）（金）（金）（金） 10:50
11:30
11:58 研修終了

↓
12:20 昼食
13:00 出発 （深川留萌道大和田IC　→　沼田ＩＣ　→　沼田町　→　ＪＲ深川駅）

↓
14:20
14:50

↓

16:30

JR深川駅／解散JR深川駅／解散JR深川駅／解散JR深川駅／解散（深川市1条9番4号）

※　バス運行時間規制のため砂川ハイウェイオアシスで休憩※　バス運行時間規制のため砂川ハイウェイオアシスで休憩※　バス運行時間規制のため砂川ハイウェイオアシスで休憩※　バス運行時間規制のため砂川ハイウェイオアシスで休憩
（道央道深川ＩＣ　→　道央道札幌ＪＣＴ）

ホテルポールスター札幌／解散ホテルポールスター札幌／解散ホテルポールスター札幌／解散ホテルポールスター札幌／解散（札幌市中央区北4条西6丁目）

道の駅おびら鰊番屋（小平町字鬼鹿広富　℡0164-57-1411）

（留萌市明元町6-36-1　℡　0164-42-8484）

（留萌市　→　R232　→　遠別町）

（遠別町字富士見46-1　℡01632-7-3939）

※　レポート提出に係る各班打ち合わせを実施※　レポート提出に係る各班打ち合わせを実施※　レポート提出に係る各班打ち合わせを実施※　レポート提出に係る各班打ち合わせを実施

研修②　遠別町研修②　遠別町研修②　遠別町研修②　遠別町
【ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組】【ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組】【ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組】【ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組】

（遠別町　→　R232 →　苫前町）

【再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化】【再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化】【再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化】【再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化】
研修：苫前町役場（苫前町字旭37ｰ1）
施設見学①　北るもい漁業協同組合苫前支所　衛生管理型（定温）荷捌所　
施設見学②　苫前町農業協同組合 雪冷ハイブリッド式定温倉庫

宿泊施設出発

・ホテルニューホワイトハウス

平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　行程表平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　行程表平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　行程表平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　行程表

日程 行程行程行程行程

（札樽道札幌北IC　→　道央道札幌JCT　→　道央道砂川SA）　

JR深川駅／集合JR深川駅／集合JR深川駅／集合JR深川駅／集合（深川市1条9番4号）

（道央道砂川SA　→　深川IC　→　深川留萌道大和田IC）

　※　バス車内で研修オリエンテーションを実施　※　バス車内で研修オリエンテーションを実施　※　バス車内で研修オリエンテーションを実施　※　バス車内で研修オリエンテーションを実施

【るもい健康の駅を拠点にした市民の健康づくり】【るもい健康の駅を拠点にした市民の健康づくり】【るもい健康の駅を拠点にした市民の健康づくり】【るもい健康の駅を拠点にした市民の健康づくり】
研修：るもい健康の駅（留萌市花園町3丁目1-1）

・ビジネスホテル　R-inn 
（留萌市錦町1丁目4-3　℡0164-42-0232）



区分 市町村名等 所　属 職　名
レポート

担当

団長 北海道市町村振興協会 事業推進担当 参事 －

長沼町 産業振興課商工観光係 主事 ③

雨竜町 総務課総務グループ 主査 ①

沼田町 農業商工課農業振興グループ 主事 ③

北広島市 企画財政部行政推進課 主事 ②

小樽市 保健所健康増進課 主任 ①

赤井川村 総務課住民係 主事 ③

豊浦町 総務課財政係 主査 ①

むかわ町 総務企画課政策推進グループ 主任 ②

厚沢部町 農林商工課 主事 ③

せたな町 総務課まちづくり推進室 主任 ②

東川町 保健福祉課保健指導室 主査 ①

和寒町 総務課まちづくり推進係 主事 ③

浜頓別町 総務課企画広報係 主事 ②

美幌町 経済部耕地林務グループ 主事 ②

津別町 建設課水道グループ 主任 ③

士幌町 町民課税務収納グループ 主任 ①

事務局 北海道市町村振興協会 事業推進担当 主任 －

団員

※研修レポートは３つの研修テーマの中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。※研修レポートは３つの研修テーマの中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。※研修レポートは３つの研修テーマの中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。※研修レポートは３つの研修テーマの中から担当テーマと分担を決めて執筆しています。
　　レポート執筆担当の区分　　①留萌市　　②遠別町　　③苫前町　　レポート執筆担当の区分　　①留萌市　　②遠別町　　③苫前町　　レポート執筆担当の区分　　①留萌市　　②遠別町　　③苫前町　　レポート執筆担当の区分　　①留萌市　　②遠別町　　③苫前町

平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　参加者一覧表平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　参加者一覧表平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　参加者一覧表平成２６年度 市町村職員道内先進事例研修　参加者一覧表

刀祢　達郎

田島　博光

星井　恵一

松浦    純

参加者氏名

佐藤美加子

久保田直也

藤八伸太郎

渡辺　亮太

古畑　維康

竹内　佑輔

鈴木　千紘

三好　圭輔

大宮　勇磨

高木　　梢

三上　和己

田中　正則

谷口　正人

大山　勇太



    研研研研    修修修修    先先先先    のののの    概概概概    要要要要        
    

    研修研修研修研修１１１１        留萌市留萌市留萌市留萌市    ―「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり――「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり――「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり――「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり―    

        留萌市は、平成１７年１０月に市民の健康づくりを促進する目的で「健康都市宣言」を行い、平

成２０年３月、生活習慣病の予防と健康づくりに焦点を当てて「いきいきふんわり思いやり」をキ

ャッチフレーズにした「留萌市健康づくり計画」を策定した。 

  平成２１年には、市民の健康意識の向上や自主的な健康づくりを推進する交流拠点の整備を目的

として「るもい健康の駅」をオープンした。施設運営は、指定管理者制度により、ＮＰＯ法人るも

いコホートピアが行っている。 

  市民はウォーキングマシン、エアロバイク、ストレットルーム、ステップマシーン等の運動機器

や施設を備えた「健康の駅」をスポーツクラブ感覚で利用でき、専門スタッフの指導で内臓脂肪、

筋肉量、基礎代謝などの体組成、血圧、骨密度の測定等の健康チェックを行うことができる。 

  看護師らによる健康相談のほか、北大病院や市立病院などの医師、看護師、薬剤師などによる健

康講話も行っているほか、カフェテリアでは新鮮な地場産食材を使った食事の提供などのイベント

も行っている。 

  平成２４年度には延べ約１万３０００人、平成２５年度には延べ約１万４０００人の利用があり、

介護予防や生活習慣病予防をはじめ、市民の健康づくりに幅広く活用されている。 

 

 【留萌市基本データ】 

  人口：２２，９６３人（平成26年12月31日現在の住基ネット人口） 

  面積：２９７.５１k㎡（平成25年10月1日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：１１，５３２人（平成22年国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：３９５人 

  第２次産業人口：２，５０８人 

  第３次産業人口：８，５３３人 

  ０～４歳人口：８４４人（平成26年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：２，７５８人 

  ６５歳以上人口：７，２２８人(高齢化率３０．８％) 

 

    研修研修研修研修２２２２        遠別町遠別町遠別町遠別町    ――――ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組――――    

  遠別町は平成２１年度、地上波デジタルテレビ放送難視聴対策やブロードバンド環境の整備を進

め、行政情報や防災情報、お知らせ等を放送するＩＰ告知端末を各家庭・事業所に全戸配置した。 

  平成２５年度からは、小中学生の学力向上と人間性豊かな教育を推進するため、ＩＣＴの活用に

よる、小中学校授業における質的向上と学力向上に取り組んでいる。小中学生全員にタブレット端

末（ｉＰａｄ）を貸与し、授業では教諭用端末や電子黒板に連接することで、学習成果の共有、討

議や意見発表、グループ学習の活発化に役立てているほか、次世代を担う小中学生のＩＣＴ環境へ

の適応能力の向上が期待されている。 

  また、小中学校で円滑にＩＣＴ導入を進めるため、平成２３年度から活動を始めた地域おこし協

力隊員が、機材の操作説明や、授業の進め方に関する技術的なサポートを行うことで、学校側の負

担軽減も図っている。 

  第１次の地域おこし協力隊は、平成２５年度に任期を終了したが本年度、元隊員３名を中心に「Ｎ

ＰＯえんべつ地域おこし協力隊」を設立。これまでの活動を引き継ぎ、小中学校のＩＣＴ支援をは

じめ、ＩＰ告知端末を活用した「えんべつひかりタウン」と名付けたローカル情報サイトの運営、

移住・交流事業、高齢者や障がい者の生活支援などの事業に取り組んでいる。 

遠別町は平成２４年度から移住交流事業「ちょっと暮らし生活体験」を開始した。町の認知度を



高め、地域の魅力をアピールする取組を進めている。平成２４年度には５９人、平成２５年度は１

２９人の利用実績があった。移住促進の取組としては、道職員住宅を購入・改修し「移住定住促進

住宅」も整備している。 

 

 【遠別町基本データ】 

  人口：２，９０４人（平成26年12月31日現在の住基ネット人口） 

  面積：５９０.８６k㎡（平成25年10月1日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：１，５７０人（平成22年国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：４７４人 

  第２次産業人口：２９８人 

  第３次産業人口：７９６人 

  ０～４歳人口：１０８人（平成26年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：３０４人 

  ６５歳以上人口：１，０６０人(高齢化率35.9％) 

    

    研修３研修３研修３研修３        苫前町苫前町苫前町苫前町    ――――再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化―再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化―再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化―再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化―    

     苫前町では平成１０年度に風力発電事業が始まり、現在は４２基の大型風車が商業運転を行って

いる。風力の活用に引き続き「雪氷熱エネルギー」の利活用を推進し、再生可能エネルギーによる

安全・安心な農水産物の提供や地域活性化の取組を進めている。 

  平成２２年度には、苫前漁港内の北るもい漁協の荷さばき所改築に伴い、国内の水産業界で初め

て、雪氷熱エネルギーを利用した衛生管理型（定温）荷さばき所を整備した。貯雪庫からの冷気を

循環させ、夏場も室温を２０度以下に保ち、水産物の鮮度保持、衛生管理などで効果を上げている。 

  平成２３年度からは、貯雪庫内の雪から出た融雪水を蓄養施設の海水との熱交換に利用。省エネ

だけでなく、安全・安心な地元水産物の提供につなげており、道内を代表する「エコ漁港」として

ＰＲするなど、水産物の付加価値向上によるブランド化を推進している。 

  平成２４年度には、農業分野でも雪氷熱エネルギーを導入した。苫前町農協は、生産量が増加し

ている高品質大豆の品質管理や、近年の異常気象に伴う高温・多湿化に対応するため、電力方式の

冷蔵に加え、雪氷熱エネルギーによる冷熱供給システムも併用したハイブリッド方式の「雪冷ハイ

ブリッド式定温倉庫」を整備した。融雪水を穀物倉庫へ供給して、冷房の熱源とし、雪を敷地内等

に堆積しておき、冷房が必要な際には、冷却装置に雪を投入させ安定的に温度を保ち、急激な冷却

が必要な場合は電力方式と併用している。安心・安全な高品質大豆の保管が可能な施設であり、温

室効果ガスの削減効果や実需者のイメージアップにつなげることで、町内産大豆の付加価値向上を

図っている。 

 

 【苫前町基本データ】 

  人口：３，３９０人（平成26年12月31日現在の住基ネット人口） 

  面積：４５４.５５k㎡（平成25年10月1日現在、国土地理院公表値） 

  １５歳以上就業者総数：１，７９２人（平成22年国勢調査、以下同じ） 

  第１次産業人口：７１５人 

  第２次産業人口：２５８人 

  第３次産業人口：８１５人 

  ０～４歳人口：１１７人（平成26年１月１日現在の住基人口、以下同じ） 

  １５～２９歳人口：３６６人 

  ６５歳以上人口：１，３２８人(高齢化率38.1％) 
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 研修１             留留留留    萌萌萌萌    市市市市 

―「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり――「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり――「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり――「るもい健康の駅」を拠点にした市民の健康づくり―    

 

■■■■留萌市留萌市留萌市留萌市のののの概要に概要に概要に概要についてついてついてついて                    士幌町町民課税務収納グループ 主任 星井 恵一 

１１１１    留萌市の概要留萌市の概要留萌市の概要留萌市の概要    

  留萌市は、北海道西北部における留萌振興局管内の中心都市であり、人口２３，００１人（平成

２６年１０月末現在の住基人口）、面積２９７．５１平方ｋｍ、東西２３．６ｋｍ、南北１２．６

ｋｍで、西には日本海、南北には暑寒別天売焼尻国定公園を望むなど、豊かな自然に恵まれた立地

となっており「日本の夕陽百選」に選ばれるほど夕陽がきれいなマチである。 

  当市ではニシンで栄えた往時の歴史を受け継ぐ水産加工業を基幹産業に、国の重要港湾である留

萌港を核としたまちづくりに取り組んでいる。特に、数の子とニシン製品の加工が盛んであり、塩

数の子は全国生産量の５０％を占め、全国一の生産量となっている。 

  また、豊かな自然に恵まれた留萌市は、海と山の新鮮な旬の幸が集まり、タコ・ヒラメ・ウニな

どの海産物、良質な留萌産米を中心とした農産物など、四季折々の食彩が豊富である。                                          

２２２２    研修研修研修研修先への訪問を通じて学んだこと先への訪問を通じて学んだこと先への訪問を通じて学んだこと先への訪問を通じて学んだこと    

  留萌市が健康サービスの創出を行政がサポートする形で、よりよい住民の健康づくりを実現でき

ることを学んだ。高齢化社会の課題に対して、過疎地域の地域福祉のあり方について参考になるこ

とが多い。「るもい健康の駅」は市民の健康の意識向上と健康づくりの推進を目的として開設され、

関係機関・市民との連携・協働のもと、その目的や課題に向けた取組を進めている。 

  その結果、市民に「るもい健康の駅」の存在が着実に浸透し、健康への意識向上につながってい

る。長年にわたって健康づくり計画のノウハウを考察してきた成果であると感じた。                                                                                                                             

３３３３    士幌町との類似・相違点、今後の課題士幌町との類似・相違点、今後の課題士幌町との類似・相違点、今後の課題士幌町との類似・相違点、今後の課題    

  士幌町では「福祉村構想」に基づき、保健・福祉・医療の機能を集中させ、互いに連携体制を取

っている。総合福祉センターを核に、国保病院、特別養護老人ホーム、ケアハウスとデイサービス

をおこなう士幌愛風会を配置し、地域住民の医療と福祉を担っている。 

  また、健康づくり推進事業や独居・高齢者世帯においては、町の社会福祉協議会が、ふれあい・

いきいきサロン事業（町内１３地域）や、安心・安全の地域づくり事業（救命医療情報キットの設

置）などを行っている。連携体制に関しては類似点があるが、健康づくりに対する取り巻く環境に

おいては、留萌市の取組は先進的であり、参考にすべき点は多いと考える。 

  健康づくりを支えるためには、留萌市のように関係機関・市民との連携・協働により、住民に病

気予防に対する関心を持たせていく仕組みを創出することが重要となる。 

  本町も高齢化が進んでいる自治体である。町民が保健・福祉・医療についての意識を高め、自ら



健康づくりの活動に参加することは必要だろう。そのために、私たちは町民の健康増進のためによ

り良いサービスを提供する役割があると感じた。 
 

 

■るもいコホートピア構想■るもいコホートピア構想■るもいコホートピア構想■るもいコホートピア構想についてについてについてについて    小樽市保健所健康増進課 保健師 佐藤 美加子 

１１１１    るもいコホートピア構想とはるもいコホートピア構想とはるもいコホートピア構想とはるもいコホートピア構想とは    

     るもいコホートピアとは「コホート（前向きな医学研究）」と「ユートピア（理想郷）」とを組

合せた新語である（留萌市による説明）。具体的には、要介護状態の予防など、高齢社会における

地域課題を研究し、その成果を地域に還元するという官民学連携プロジェクトであり、留萌市を中

心とする留萌管内の住民の協力を得て、集団を長期に渡り観察・介入研究する日本最大のコホート

医学研究フィールドを樹立し、そこに大学や企業の研究を誘致、地域を活性化することで、市民に

健康と安心をもたらすことを目指している。 

２２２２    るもいコホートピア構想の開始るもいコホートピア構想の開始るもいコホートピア構想の開始るもいコホートピア構想の開始    

  留萌市が予防医学に取り組むきっかけとなったのは、平成１９年に生じた留萌市立病院の２７億

円（医師不足などが原因）の赤字である。当時、市職員の大幅な給与削減とともに、予防医療の研

究などによる病院の経営改善の方策が検討された。 

  その後、医師や看護師で構成される「ＮＰＯ法人るもいコホートピア」が設立され、研究実施の

支援主体となった。また、行政の担当部局として市民健康部に「るもいコホートピア推進室」も設

置された。 

３３３３    るもいコホートピアの活動内容るもいコホートピアの活動内容るもいコホートピアの活動内容るもいコホートピアの活動内容    

（１） 調査研究のオープンフィールド構築 

    北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学などと協同しながら健康に関する研究を実施す

るとともに、科学的根拠に基づいた健康づくりを進めていることを、住民にも理解してもら

うという活動である。 

    これまでに５年間で３６の研究を実施しており、その実施に当たっては倫理委員会を設け、

住民が研究実施の可否について判断を行っている。研究は日本全国から公募し、開かれた環

境として提供されているため、病院への医師の派遣が確保され、経営改善につながった。留

萌市が研究の場に適している背景には、人口流動が少ないことと、二次医療の中心が留萌市

立病院という点があった。住民には、研究成果から得られた健康づくりに関する情報提供を

継続して行っており、住民の研究参加への受入れは良いとのことであった。 

    現在取り組んでいる主な研究内容は、脳卒中留萌地域連携パス（全ての記録を記載して情報

共有する）、目のコホート研究（緑内障の早期発見・早期治療に結びつける）、独居高齢者栄

養実態調査などである。 

 （２） 地域住民の健康増進活動                        

    「るもい健康の駅」などを拠点とし、個人の体質やタイプに応じた個別健康予防活動を行っ



ている。         

 （３） 医療人材の育成フィールド 

    医療系学生・研修医の受入れや、地域医療合同セミナーを開催し、地域医療の学びの場を提

供している。このことは、留萌市立病院への医師確保や若い医師にとっては、魅力的なキャリ

ア形成・研修の場としての意味も有している。 

４４４４    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

 （１） 事前学習や研修先への訪問を通じて学んだこと 

     留萌市における官民学連携による取組から、分野を超えた関係機関との協同について学ぶ

ことができた。また、地域での研究を実施することで、健康課題が明らかとなり、地域特性

を活かした健康づくりを実施する根拠になるとともに、地域全体で健康づくりに取り組んで

いるという一体感が生まれていた。 

     るもいコホートピア研究の一つである「独居高齢者栄養実態調査」では、アンケート回収

ができなかった世帯に対し、ＮＰＯ法人るもいコホートピアは、民生委員と連携して全世帯

への状況把握（電話・訪問）を実施していた。小樽市と比較すると人口規模が小さいが、こ

のような独居高齢者への丁寧な関わりについては、今後の本市における要援護者対策の参考

となる取組であった。 

     また、ＮＰＯ法人の活用により、住民の特定健診受診率向上のための活動や、「るもい健

康の駅」を拠点とした個別化健康情報の提供、また、中高生を対象にした医療・介護の仕事

に関する講話、小学生を対象にした科学実験イベントの開催など、幅広い年齢を対象とした

積極的な活動を進めており、その柔軟性や臨機応変な取組は、今後必要とされる健康づくり

の在り方だと考えられる。 

     るもいコホートピアの取組は、市民の健康づくりが中心であるが、その他の側面として、

市民の健康度を上げることによる医療費の削減、留萌市立病院の医師確保による財政面の改

善、さらには研究などを始めとした活動が全国的に知られたことによる地域全体の活性化な

ど、多分野にも好影響を与えている。 

     これらの波及効果から、小樽市においても保健事業を計画するに当たっては、長期的な目

的、目標を明確にするとともに、財政面への影響や、地域の活性化を見据えた多面的で広範

な視点をもって企画することが重要だと考えられる。 

 （２） 小樽市との類似・相違点 

     留萌市は農業・漁業や水産加工を基幹産業としており、平成２６年１０月末の人口は２３，

００１人、高齢化率は３０％を超えている。一方、小樽市は小樽運河を有し観光業を中心と

した道央圏の港湾都市であるが、平成２６年１０月末の人口は１２５，４０６人、高齢化率

は３５．７％となっており、ともに人口減少や高齢化の進行、厳しい財政状況については共

通の課題である。 

     わが国の健康づくりの基盤となっているのは、ＷＨＯのヘルスプロモーションの概念（オ



タワ憲章、１９８６年）である。これは、健康は個人の努力のみによって守られるものでは

なく、文化、社会環境、経済、政治を含めた視点から健康を捉える必要性があることを指摘

したもので、一人一人が自らの健康を主体的にコントロールしながら健康に向けて努力する

と同時に、社会のあらゆる分野が協力して健康づくりを支援していくことの重要性が強調さ

れている。これらのことから、留萌市のように住民の主体性を重視しながら、健康に向けた

行動ができるような環境づくり、そして分野を超えた関係機関の連携や、ＮＰＯ法人を活用

した柔軟な取組は、今後の小樽市の健康づくりを進めるに当たり、大変貴重な情報である。 

     さらに、留萌市では、健康づくりに関係する機関が共通の目標に向かい、それぞれの役割

を明確に分担し健康づくりを進めていること、最重要と考えられる分野に対して優先的に多

くの人材と予算を充当するなど、効果的で効率的な健康づくりが進められている。各部局や

関係機関との連携により、同じ目標に向かって役割分担を図ることは、小樽市における今後

の課題であると考えられる。 

 （３） 研修成果の活用 

     小樽市で子どもを生み育て、安全・安心な日常生活を過ごし、高齢者になっても健康を保

ち続けること、また、社会的弱者の方々が安心して生活できるような豊かなまちづくりを進

めるためには、住民同士のつながりによる支え合いや関係機関同士の連携など、地域のネッ

トワークづくりが不可欠である。 

     小樽市における具体的な取組としては、今後も高齢者や認知症患者の増加が見込まれるこ

とから、市内のソーシャルキャピタル（ＮＰＯ法人やボランティア団体など）と協同し、既

存サービスでは担えない分野の支援に取り組んでいくことが必要である。取組例としては、

各種健診の勧奨、栄養改善、運動の推進、介護保険サービスの対象外事業である生活支援な

どが考えられる。なお、その際における課題としては、ソーシャルキャピタルを構成する個々

の団体や組織の人材不足、排他性、住民からの信頼確保、安定継続性などが挙げられる。 

     上記（１）で述べたように、健康づくりはまちづくりの一環であり、今後は関係機関と協

同し、互いの役割を明確にし、地域特性に合わせた柔軟な健康づくり対策を実施することで、

住民の健康への意識を高め、市全体に一体感が生まれる健康なまちづくりを進めていきたい。 

 （４） 訪問先や地域リーダーとの交流による学び 

     他市町村の職員との交流を通じて、まちおこし協力隊の活用や移住対策など、人口が少な

い町村ならではのまちづくりへの取組について学ぶことができた。また、限られた予算の中

での工夫や、できるだけ費用を抑えて事業に取り組むという姿勢、民間業者を含む住民との

関係性を身近なものとした活動、さらにそれらを活かした協働の在り方などに大きな刺激を

受けたので、今後業務に反映させていきたい。 

 

 

 



■■■■    るもい健康の駅を拠点にした健康づくりるもい健康の駅を拠点にした健康づくりるもい健康の駅を拠点にした健康づくりるもい健康の駅を拠点にした健康づくり        豊浦町総務課 主査 渡辺 亮太 

１１１１    るもい健康の駅についてるもい健康の駅についてるもい健康の駅についてるもい健康の駅について    

  留萌市では「健康は、自らがつくるもの」という視点に立ち、市民の健康意識の向上や自主的な

健康づくりを推進するため、全国で１３番目、北海道で初めて「健康の駅」の認証を受けて「るも

い健康の駅」を平成２１年７月に開設した。建物は旧道職員宿泊施設を無償で譲り受けたものを約

３，６００万円（うち地域政策補助金１，６００万円）かけて改修したものである。土地は１０年

間の無償貸与を受けている。開設にあたり市民プールを閉鎖するなどして財源の確保に努めた。 

  健康の駅は開設からの２年間は直営で運営していたが、現在は指定管理制度により「ＮＰＯ法人

るもいコホートピア」に運営を委託している。施設には専門スタッフが常勤しており、自分や家族

の病気・治療についての健康相談を行えるほか、体組成計、血圧計、骨密度計などの健康測定器を

設置しており、気軽に健康状態を知ることができる。 

  また、軽運動室にはウォーキングマシンやエアロバイク、ステップマシーンなどの運動器具も設

置し充実した運動環境を整えている。このほかにも医科大学等との連携による研究や講演会の開催、

また、様々なサークル活動等を行っており、市民の予防医療及び健康づくりの拠点となっている。    

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  研修先の自治体は地域特有の問題点を明確にし、その問題点を解決するためにはどうすれば良い

かを、前例や固定観念に捉われず先進的な事業に取り組んでいると感じた。 

  人口や高齢化率、農業・漁業を基幹産業としているなど豊浦町との類似点も多く、地域振興施策

の参考となるものが多数あった。特に現在私は財政係という立場から財源の確保についても気になる

ところではあったが、建物の無償譲与や補助金・交付金・起債等をうまく活用し事業を実施している

点も勉強になった。研修先で学んだことや、各自治体職員の方々と交流できたことで新たな刺激を受

け、今後のまちづくりに励んでいきたい。 

 

 

■留萌市の健康づくり施策■留萌市の健康づくり施策■留萌市の健康づくり施策■留萌市の健康づくり施策        東川町保健福祉課保健指導室 主査保健師  鈴木 千紘 

１１１１    留萌市の留萌市の留萌市の留萌市の健康づくり施策健康づくり施策健康づくり施策健康づくり施策    

  留萌市は平成１７年１０月に「健康都市宣言」を行い、平成２０年３月には「いきいきふんわり

思いやり」をキャッチフレーズにした健康づくり計画を策定し、市民の健康づくりの推進（健康家

族の実現）・地域医療の充実・地域振興の推進に努めてきた。さらなる市民の健康意識の向上と健

康づくりの推進を目指した新たな活動の拠点として平成２１年７月には〝るもいコホートピア構

想〟に基づいた「るもい健康の駅」を開設した。 

  留萌市においても、母子保健、成・老人保健など予防に焦点を当てた保健事業が行われているが、

これらの法律に基づいた事業は、保健福祉センター「はーとふる」を拠点に行われている。 

  一方、るもい健康の駅はコホートピアの拠点、すなわち研究の拠点として棲み分けを行い、活動

展開をしている。その二つの拠点の活動は人員不足により、保健師が出向いて事業を行うといった



ことは行っておらず、民間力（ＮＰＯ法人るもいコホートピア）による、健康の駅の運営を主体と

して、市としては健康チェックや運動施設、健康情報の発信地としての場の提供を行っているイメ

ージである。 

  両者の役割を棲み分けすることで、連携できる部分は連携しながら〝お互いの領域に踏み込まな

いこと〟もまた大事にしているという。具体的な連携で見えたことは、特定健診の受診勧奨のため

のチラシ作成や電話勧奨を民間の力を借りて行っていること、科学的根拠があることをＰＲし、よ

り魅力的なチラシにするため、研究に携わっている医師の監修などを盛り込んでいることである。

行政ができることと民間ができることを上手く棲み分けていると感じた。 

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  事前学習では具体的な連携や行っている事業が見えず、保健事業と研究がうまく結びつかなかっ

たが、実際の訪問を通して自分が想像していたものとは異なっていた。「健康の駅」という名称か

ら、保健事業と結びつけて考えていたのだが、それとは少し切り離し、民間力を活用しながら民間

ができること、行政ではできないことを行っていた。連携できる部分で連携することはもちろん大

事なことであるが〝お互いの領域に踏み込まない〟ということが非常に印象に残っている。東川町

には、誰でも気軽に利用できる器具がそろった運動施設がない。生活習慣病を予防するためには食

事のみならず運動も重要な生活改善のポイントになるため、器具を整備することは課題である。 

  新規透析患者が多いことや研究調査で市民が塩分を１４グラム以上摂取している実態など、保健

事業との連携も、すべては分からなかったが、まだまだできる点があるようにも感じた。 

  東川町は北海道第二の都市、旭川市に隣接しているため、医師不足についての問題は感じたこと

がなかったが、やはり地方での医師不足というのは深刻な問題になっているのだということも改め

て感じた。単に医師確保といっても難しいと思うが、視点を変え研究フィールドの提供という方法

で医師確保を実現した点はユニークな取組であると感じた。 

 

 

■■■■留萌市の現状について留萌市の現状について留萌市の現状について留萌市の現状について         雨竜町総務課総務グループ 主査 谷口 正人 

１１１１    留萌市の現状について留萌市の現状について留萌市の現状について留萌市の現状について    

  平成１７年１０月に「健康都市宣言」を行い、平成２１年７月に「るもい健康の駅」を開設した。

予防医学の「病気になる前に何をするか」を市民が自主的に取り組む拠点となるよう、地域のこと

を考え、地域に何が必要かを学・官・民で提唱し研究している。このことが医師確保にもつながり、

報酬点数の変更や医師・看護師不足により、最大２７億円の赤字であった留萌市立病院も平成２３

年・２４年・２５年と黒字に転換した要因の一つに挙げられている。 

  自治体財政は厳しい状況で、夕張市を超える職員の給与カットや、温水プールを閉鎖して「健康

の駅」を開設した。建物は道庁の宿泊施設を無償譲渡、土地は１０年間の無償貸し付け、今年５年

目で施設の利用料は市内外関係なく無料。予約も不要であり、利用者が自分の好きな時間に自由に

活用可能で専門スタッフも常駐しているためスポーツクラブ感覚で利用可能となっている。 



  「健康」は目に見えたり、触れたりできるものではないため、地域住民が研究を通して生活習慣

病の予防と健康づくりを推進している。人口の割合の中で公務員が最も多いという地域の特性を活

かし、自衛隊員の協力により食事の摂取による塩分やその他のデータを取得し研究に活用している。 

  現在、４０歳以上の５人に１人が緑内障といわれていることから、「目の健康」に着目し「目の

コホート事業」を旭川医科大学の医師との連携で研究を行った。研究のフィールドがあることによ

り、全国各地より医師が集まり１５００人の参加者を確保することにも「健康」に対する考え方が

地域に浸透しており、住民の協力によりスムーズに確保することができた。予防の一環で受診する

ことができ、早期に発見することに繋がり研究の成果を地域に帰す流れができている。このような

取組を通して、地域の現状を把握し将来の医療費の抑制につなげている。研究をするに当たり、留

萌市は人口の流動が少ないこと、病院が一つであることも研究に望ましい環境と考えられている。 

  加速する高齢化社会に向けて、介護予防運動の取組や、特定健診の勧奨の他、老人クラブとの関

わりも深いが、あくまでも医療機関未受診者との接触で、保健師とは情報は共有するものの、仕事

の役割を明確にして事業を分担している。 

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと 

 （１） るもい健康の駅の現状 

  「るもい健康の駅」は全国で１３番目、北海道では初めて認証を受けて開設された、市民が主役

の「生活習慣病の予防と健康づくり」を目的としたプロジェクトである。施設の運営は指定管理者

制度により、ＮＰＯ法人るもいコホートピアが行っており、年間約１９００万円でケアマネ・看護

師等のスタッフの人件費に約１５００万円、運営費に約４００万円となっている。 

  利用者は年々増加傾向にあり、平成２５年度では延べ１万４０００人の利用があり、サークルも

自然と増加傾向にあり、生活習慣病予防をはじめ、市民が主体となった健康づくりに幅広く活用さ

れている。場所としては、交通機関等の利便性は決して良くないため、地域のコミュニティセンタ

ー等に出向き、健康の駅のＰＲ活動も実施している。 

 （２） 雨竜町との類似・相違点について 

  雨竜町では、高齢者を対象にした「さわやか健康クラブ」「転倒予防教室」など、地域住民が施

設に集いコミュニケーションを取る機会や健康に関する教室を実施しているが、具体的な研究やそ

れに伴う数値や地域の特色等を明確化したものはない。独居高齢者の把握や介護認定のほか、配食

サービスやヘルパーの活用等について、町の包括支援センターが中心となって町内外の医療関係団

体と連携して在宅高齢者の現状把握や、施設利用に至るまでの情報を共有している。 

  雨竜町において、研修先の事例をどう活用できるか、また活用する上での課題については、病院

の関係から研究することは難しいが、住民の病気や居住環境等を把握することにより、傾向や対策

を明確化することは可能と思われる。アンケートや保健師による訪問、健診の勧奨等により生活習

慣病の予備軍を把握し、将来の医療費抑制に効果が期待できる。課題としては、独居老人の詳細な

生活環境の把握やそれらを取り巻く関係者同士の連携を強化すること、高齢者施設の充実、経済的

な部分も含めた利用者のニーズの把握や、それらに対応できる体制を整備することが必要と考える。 



研修風景①　 「るもい健康の駅」での研修 研修風景②　研修参加者による骨密度測定の体験

研修風景③　研修参加者による血圧測定の体験 研修風景④　食に関するイベントも開かれるホール

研修風景⑤　自由に使用できるウオーキングマシーン 研修風景⑥　眼底検査の伝送システムを見学する参加者

研修風景⑦　市民の健康づくり活動の成果を見学 研修風景⑧　「るもい健康の駅」の外観

研修１　留萌市における研修風景研修１　留萌市における研修風景研修１　留萌市における研修風景研修１　留萌市における研修風景



 研修２             遠遠遠遠    別別別別    町町町町 

―ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組――ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組――ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組――ＩＣＴを活用した地域活性化と移住・交流の取組―    

    

■遠別町■遠別町■遠別町■遠別町のののの沿革と沿革と沿革と沿革と概要概要概要概要             むかわ町総務企画課 主任 古畑 維康 

１１１１    遠別町遠別町遠別町遠別町のののの基本情報基本情報基本情報基本情報    

  面積：590.86㎢（平成25年10月1日現在、国土地理院公表値） 

  人口：2,928人（平成26年３月末現在の住基人口） 

  ※参考（平成22年国勢調査） 

  ・人口：3,084人 

０～14歳…371人 15～64歳…1,656人 65歳以上…1,057人（高齢化率…34.27%） 

   ・15歳以上就業者数：1,570人 

    第１次産業就業者数…474人 第２次産業就業者数…298人 第３次産業就業者数…796人 

２２２２    主な沿革主な沿革主な沿革主な沿革    

   ・明治30年 越前団体・愛知団体らが相次いで入植 

   ・明治36年 遠別村戸長役場設置 

   ・昭和11年 遠別駅が開駅（昭和62年廃止） 

   ・昭和24年 町制施行 

   ・平成元年 カナダ・キャッスルガー市と姉妹都市提携 

   ・平成９年 開基100周年 

３３３３    町の概要町の概要町の概要町の概要    

  遠別町は、留萌振興局管内の北部に位置し、稚内から約９０㎞南下した日本海沿いに位置してい

る。面積は５９０.８６㎢、東西約２７㎞、南北約５１㎞で、面積の約９割は山林に覆われ、耕地

面積は約６．１％である。気候は日本海を流れる対馬暖流の影響により、寒冷地でありながら冬期

でも比較的穏やかな気候に恵まれている。昭和３３年に人口８９４４人を記録してから、戦後の開

拓者の離農やニシン漁の衰退、若年労働者の都市への流出などにより、急激な過疎化が進んだ。 

  産業は、日本最北の水稲北限の地として、農業を中心とする第１次産業が主体となっている。日

本最北の米どころとして、良質なもち米が生産されるほか、メロン、ホウレンソウ、アスパラガス

などの野菜も生産されている。また、広い大地を生かした酪農、町の面積の８９％を占める山林を

生かした林業も盛んである。漁業はホタテの稚貝を養殖し生産地へ出荷したり、煮ダコなど近海で

獲れた魚介類の付加価値向上に取り組みながら、生産・販売を進めている。 

  商工業は、人のぬくもりと現代的な感覚を大切にしながら、活気ある経営を展開するため、地酒

「北吹雪」を始めとする地場産品の販売、商店街をより良くするために努めている。 

  観光は、キャンプ場やパークゴルフ場などを備えた「富士見ヶ丘公園」を初め、「金浦原生花園」



や「河川公園」、「みなくるビーチ」など海と山の両方を楽しめる場所がある。また、山菜まつり

（５月）やビーチボール大会（７月）、マラソン（１０月）、冬まつり（２月）など、年間を通じ

て季節のイベントがさまざま行われている。 

  遠別町では、情報格差等解消のため町内全域に光ファイバーを整備したほか、小中学生の学力向

上と人間性豊かな教育の推進を図るためＩＣＴを活用した取組を行っている。また、地域おこし協

力隊が学校へのＩＣＴ支援や、移住・交流事業など、さまざまな事業を実施しており、これらの取

組について学んだ。 

４４４４    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  むかわ町でも、住民との協働のまちづくりを進めていく中で、マンパワー等が欠かせないことは

十分認識しており、今回の研修でもいかに相手の心をつかみ動かすかというお話しをいただき、そ

の重要性を改めて考えさえられた。さらに、人とのつながりを持つことで、人材確保や定住問題な

どのさまざまな課題解決につながるのではないかということに共感を持った。 

  ＩＰ告知端末は当町の一部地域で導入されており、全国瞬時警報システムとの連動や情報発信の

ため活用されている。ただ、機器が電話機型でないため、少なからず情報伝達のみに偏った利用と

なっている。また、機器更新時期にきているが、後継機がないことや、緊急通報システムのような

機能を持った機器の導入を検討しなければならないことが課題である。 

  地域おこし協力隊については観光に特化した形で業務を行っており、やはり任期後の就職先や移

住・定住が課題となっている。任期後は、遠別町のように、穴埋め的な役割を果たす独自のサービ

スを提供することができるようなことを考え、定住につなげていくことができると感じた。 

 

 

■■■■    遠別町における取組の概要遠別町における取組の概要遠別町における取組の概要遠別町における取組の概要                せたな町総務課まちづくり推進室 竹内 佑輔 

１１１１    事前学習及び訪問して学んだこと事前学習及び訪問して学んだこと事前学習及び訪問して学んだこと事前学習及び訪問して学んだこと    

  「つながり」をキーワードにＩＣＴと移住交流の政策を推進されていると事前学習の段階でイメ

ージしていた。実際訪問して、担当係長よりお話を伺ったところ、そのイメージどおり、さまざま

な工夫がなされていることを確認することができた。 

  まずは、ＩＣＴと学校教育のつながりであるが、平成２１年度の国の補正予算を活用し、全町に

光ブロードバンド環境を整備し、難視聴であった地デジテレビの解消、全戸にＩＰ告知端末（テレ

ビ電話）の設置が行なわれていた。 

  こうした環境下で、平成２５年度より町内の小中学校（各１校）に電子黒板、全児童生徒にタブ

レット端末（ｉｐａｄ）を貸与し、学習環境を充実させた。 

  次に移住交流についてであるが、地域おこし協力隊と北海道の払下げ施設等をうまく活用し、人

口減少問題や後継者不足問題に積極的に取り組んでいる。 

  この地域おこし協力隊は平成２３年度に始めた第１次隊であり、現在はその任期を終え、ＮＰＯ

法人化し、移住交流の拠点の管理、前述した学校ＩＣＴ教育の支援員として活躍している。 



  第２次協力隊については、平成２６年度より、集落支援及び農業支援を任務として活躍しており、

任期後は農業後継者としての定住を目標としている。 

２２２２    せたな町との類似・相違点についてせたな町との類似・相違点についてせたな町との類似・相違点についてせたな町との類似・相違点について    

  人口規模や学校数に大きな違いがあったが、農漁業を主要産業としている部分や海と山に挟まれ

る地形は類似している。 

  環境整備に多額の費用を要したという部分で、自主財源での実施は困難と思われる。ＩＣＴ推進

については学校側、先生たちの協力が必須との説明があったとおり、せたな町においても、この点

が大きなネックとなると思われる。 

  また、地域おこし協力隊と移住交流については、新年度から当町でも実施に向けた準備をしてい

るところで非常に参考になった。人材の活用、交流の方法など参考にしていきたいと思う。 
 

 

■■■■    遠別町のＩＣＴ利活用遠別町のＩＣＴ利活用遠別町のＩＣＴ利活用遠別町のＩＣＴ利活用     美幌町経済部耕地林務グループ 主事 刀祢 達郎 

１１１１    遠別町でのＩＣＴ利活用広域連携推進事業遠別町でのＩＣＴ利活用広域連携推進事業遠別町でのＩＣＴ利活用広域連携推進事業遠別町でのＩＣＴ利活用広域連携推進事業    

  遠別町では、平成２５年度より、小中学生の学力向上と人間性豊かな教育を推進するため、ＩＣ

Ｔ（情報通信技術）の活用による事業を実施し、教育の質的向上と学力向上に取り組んでいる。こ

の取組は、遠別町内の小中学校２校で実施しており、次の５つの内容（目標）で構成される。 

   （１） 他自治体との電子教材の共有 

   （２） 生徒同士の協働学習支援 

   （３） タブレット端末の生徒への貸与による勉強のきっかけづくり 

   （４） ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊によるＩＣＴ教育支援 

   （５） 学習アプリケーションソフトの活用による児童生徒の自主的学習環境の整備  

２２２２    ＩＣＴ活用教育の特色と利活ＩＣＴ活用教育の特色と利活ＩＣＴ活用教育の特色と利活ＩＣＴ活用教育の特色と利活用の実例用の実例用の実例用の実例    

  この取組で特に注目すべき点は、ＩＣＴ活用授業で使用するタブレット端末を、遠別町が２４０

台所有し、児童生徒全員が１人１台使用できることにある。これにより、一人ひとりがタブレット

端末での学習をすることができ、タブレットを囲んだグループ協働学習をすることも可能となって

いること。また、電子黒板・実物投射機も整備し、実際の授業で児童生徒の回答状況等が一目でわ

かる、テレビのクイズ番組をイメージした授業を行うこともできる。また、使用するタブレット端

末の持ち帰り（貸与）も可能となっており、児童生徒は、自宅でも教材を使った自主学習に取り組

むことができる。これらのＩＣＴを活用する教育については、ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力

隊のメンバーが「ＩＣＴ支援員」として協力体制を築いており、円滑な授業を進めるにあたって重

要な役割を担っている。 

３３３３    ＩＣＴ活用教育の効果と今後の課題ＩＣＴ活用教育の効果と今後の課題ＩＣＴ活用教育の効果と今後の課題ＩＣＴ活用教育の効果と今後の課題    

        ＩＣＴを活用する教育の取組を実施した中で、平成２５年度からの実施であるため、実際に児童

生徒がどのくらい学力向上に反映されたのかた、まだ詳しい分析はなされていないが、導入前に比



べて全体的な学力はアップしているとのことである。また、特に力を入れている「低学力層の児童

生徒に対する、勉強へのきっかけづくり」は特に効果が出ているとのことであった。 

  なお、課題としては、このＩＣＴ活用については全国的に取組が浸透しているわけではなく、あ

くまで遠別町が先進事例となっているため、文部科学省の公認の教材ソフトがないことや、全体的

に教育用のアプリが少ないことが不安要素とのことだった。教材は千歳科学技術大学との連携によ

り、同大学の学生が作成したものや、ＩＣＴ活用に積極的な教員が自主的に作成したものが主とな

っているため、今後ＩＣＴ活用の全国的な広がりがなければ、課題はなかなか解決されないかもし

れない。また、遠別町の場合、ＩＣＴの活用の取組は教育委員会主体ではなく、総務企画部局で取

り進めた経緯があり、教育委員会との調整等も必要だったとのことである。 

４４４４    美幌町との比較・類似点と今後の活かし方美幌町との比較・類似点と今後の活かし方美幌町との比較・類似点と今後の活かし方美幌町との比較・類似点と今後の活かし方    

  美幌町でもＩＣＴ教育については、遠別町のように１人１台にタブレットを利用できるところま

では進んでいないが、タブレット端末を使用した授業等は実践されている。また、電子黒板・実物

投射機等も各学校に整備されており、来年度以降も随時増やしていく構想もある。 

  全体的な学力向上を目指すのなら、こうした教材・タブレットの整備は今後不可欠となるため、

ぜひとも美幌町においても遠別町のような取組を参考にしながら進めていきたい。そして、この取

組に尽力した遠別町職員の方の熱意・尽力を見習わなければならないと考えている。 

  私自身が、幼少期から教員を目指していた経緯があり、今回の研修において、遠別町の取組は特

に目を引くものであった。今後、私が行政職員として教育委員会部局等に配属となる場合もあるか

もしれないが、遠別町の取組を参考に美幌町のよりよい教育行政を考えていきたいと考えている。                                     

 

 

■■■■地域地域地域地域おこしおこしおこしおこし協力隊の活動協力隊の活動協力隊の活動協力隊の活動についてについてについてについて        浜頓別町総務課企画広報係 主事 大宮 勇磨 

１１１１    遠別町地域おこし協力隊の発足遠別町地域おこし協力隊の発足遠別町地域おこし協力隊の発足遠別町地域おこし協力隊の発足    

  遠別町では人口２９２８人のうち高齢化率が３４％と、生産世代が減少し、農・漁業、看護師な

ど多方面で人材が不足し、町中心部でも飲食店や商店が減少、地域の衰退が課題となっていた。 

  道の駅にあるレストランは、冬期間は営業しておらず、町内の食堂も２箇所程度で、生徒数減少

により、町内にある道立農業高校の存続も危ぶまれた。 

  同町では、地域の課題解決の為、地域おこし協力隊に活動してもらおうと、平成２３年度に第１

次隊員が４名配置されて活動を開始した。しかし、漠然と人を増やそうとしても不可能なので、ま

ずは地域活性化の為、人材不足で困っている所に地域おこし協力隊を送り込むことにした。 

  隊員の主な活動内容は次のとおりである。 

 （１） 農村部集落支援 

     農村部では特に高齢化や人口減少が進んでおり、ちょっとした事でも人手が不足していた。

隊員が集落に入り込み、手伝うことで、集落に活気が戻ったり、住民から認められる、必要

とされる活動という側面もある。 



 （２） 高齢者支援 

     デイサービス等民間のサービスを受けている人も居るが、業者が入り込めないような、ち

ょっとしたサービス、例えば高い所から物を下ろすというようなことでも行っている。営利

目的ではない町民のためのサービスということが強みである。 

 （３） 学校ＩＣＴ支援 

     同町は小学校の授業にｉＰａｄを導入するなど、積極的にＩＣＴの利活用を図っており、

隊員の１人が学校ＩＣＴ支援員として先生へのサポートを行っている。 

 （４） 情報発信、イベント支援 

     町内からのみ閲覧できる情報サイト（えんべつひかりタウン）の作成・運用を行っている。

地域の中での情報共有手段となっており、隊員がイベントに参加して撮影した写真を素材に

するなど、地域に入り込みつつ、町の活性化にもつながっている。 

２２２２    地域おこし協力隊地域おこし協力隊地域おこし協力隊地域おこし協力隊ははははどうあるべきかどうあるべきかどうあるべきかどうあるべきか    

        実際に面接した中には、雇用保険のつなぎという人も居たし、食い扶持として隊員に応募する人

も居る。遠別町が隊員に求める人物像は、地元に住みたいと思えるかどうかを重視しており、特に

個人の能力を生かした活動をして欲しいと考えている。 

  見ず知らずの土地で活動するには、１人では精神的にも、活動内容にも限界があり、協力隊の１

人配置は失敗する確率が高いと分析しており、実際に隊員を複数名採用している。 

  自治会ごとに「地域マネージャー」を置いてもらい、隊員との連絡要員になってもらうなど、地

域に入り込み、住民に隊員の活動する姿をなるべく多く見せるよう心がけている。 

  また、行政側としては隊員を臨時職員として扱い、とかく何でもやらせたがるが、逆に同町では

隊員の自主性に託し、事務所も役場庁舎から目の届かない所に置き、隊員にはただ「地域のために

一生懸命活動して欲しい」とだけ伝えた。 

  そうしなければ、お互いにストレスが溜まり、本来の意味で地域おこし協力隊と呼べる活動はで

きない。同町では、隊員が動きやすい環境を作り、隊員が地域に入り込み、本来地域おこし協力隊

と呼べるような活動を目指してきた。 

  行政が何か指示をするのではなく、隊員の活動を促しながら、地域にとって必要な人材になれる

かどうかが重要とのことである。 

３３３３    ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊の発足ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊の発足ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊の発足ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊の発足    

        平成２５年度で第１次隊員の任期が終了するので、公益的な役割を持たせつつ、隊員に定住して

もらえる方法を行政側で模索していた。住民から協力隊が必要だという声もあり、引き続き隊員の

活動が望まれたことからも、隊員が地域に入り込み住民に認められることを証明している。平成２

６年度、協力隊の活動を引き継ぐ形で、第１次隊員が「ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊」を

発足するに至った。メンバーが撮影した写真を使用して町のカレンダー作成を行うなど、これまで

以上に活動の幅を広げ、行政から事務を委託されることもある。 

  平成２６年度には第２次隊員が配置され、主に農村部の集落支援や農業支援を目的に活動を開始



している。第２次隊員には農業従事者として定住し、農村部を活性化して欲しいという期待が寄せ

られている。                                                 

４４４４    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

        事前配布された資料を読んだり、ホームページを調べたりしても、そこまで意識していなかった

が、講師の方の声や、ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊の事務所を訪問させていただき、問題

へのアプローチの仕方や、心構えが自分達とは違うと感じた。 

  本来は子どものために教育がどうあるべきか、地域が活性化するためにはどうあるべきか、とい

う観点から、解決方法を探してアプローチし、具体的に人や物や金を工面して組織が横断的に対応

していくべきと実感したが、自分は割り振られた業務や、計上された予算の枠組みの中で限界を作

っていたと思う。他部署との連携も、どうせ協力してもらえないだろうと億劫になっていたと思う。 

  正直、人員や予算の過不足、責任の所在やどの部署で業務を持つのか、といったことにばかり注

意していたし、どこを向いて仕事をしているのか分からず、組織ではなく個人として業務を回して

いたように思う。しかし、遠別町で学校教育にｉＰａｄを導入した際は、町教委ではなく総務課が

主体となり「教委に迷惑はかけないから、その代わり自分達に任せてくれ」というスタンスだった。 

  また、地域おこし協力隊を単なる人手としてではなく、本来の意味で地域おこしを目的に、主体

的に活動できる環境を整えた。電算担当は自分ひとり、移住定住担当として「ちょっと暮らし」も

やってきたが、浜頓別町の方が人口や役場の規模は若干大きいのだが、ではこのエネルギーという

か、成功の差は何から来るものか、訪問先の方々の立ち居振る舞いを思い返して何となくつかめた

気がする。当町では「ちょっと暮らし」の住宅を３棟用意しており、利用者数は順調に伸びている

が定住に結びついた実績は無い。冬場の利用はゼロ。地域おこし協力隊が居ればお客さんにきめ細

かい対応ができるか…と考えたこともあったが、遠別町の皆さんと隊員との関わり方を見て、そう

単純なものではない事が分かった。地域おこし協力隊だけでなく、出会う一人ひとりと腹を括って

関わらなければ、地域を盛り上げることは不可能だ。        

 

 

■遠別町の■遠別町の■遠別町の■遠別町のＩＣＴ利活用ＩＣＴ利活用ＩＣＴ利活用ＩＣＴ利活用        北広島市企画財政部行政推進課 主事 高木 梢 

１１１１    遠遠遠遠別町別町別町別町におけるにおけるにおけるにおける地域情報通信基盤整備事業の概要地域情報通信基盤整備事業の概要地域情報通信基盤整備事業の概要地域情報通信基盤整備事業の概要    

        遠別町では、情報格差解消の取組として、町内全域に光ファイバーを整備し、「地上デジタルテ

レビ放送難視聴の解消」「ブロードバンド環境の整備」「テレビ電話（ＩＰ告知端末）の設置」を

行っている。遠別町の一部地域は、地上アナログ放送時からテレビの難視聴地域であり、ブロード

バンド環境もなく、テレビ放送を視聴できない住民の「不公平感」や都市部との情報格差による「疎

外感」の解消が課題となっていた。 

  また、遠別町の災害時の情報伝達手段は、昭和５９年に導入した防災行政無線のみであり、防災

情報の伝達に大きな不安を感じていた。このため、遠別町では、国の平成２１年度補正予算に計上

されたＩＣＴ交付金のほか、臨時交付金を活用し、平成２２年度に町内全域に光ファイバーを整備



し、全世帯で地上デジタル放送の視聴を可能とした。加えて、平成２３年度には、町内全世帯・事

業所にテレビ電話（ＩＰ告知端末）を設置し、行政情報等の配信を開始している。 

２２２２    ＩＩＩＩＰ告知端末による情報配信についてＰ告知端末による情報配信についてＰ告知端末による情報配信についてＰ告知端末による情報配信について    

        ＩＰ告知端末はテレビ電話の機能を持ち、町内の光ケーブルを利用しているため、テレビ電話同

士の通話は無料である。また、「双方向システム機能」を搭載しており、緊急時には全国瞬時警報

システムと自動連動し、緊急地震速報や津波・大津波警報が受信できるようになっているほか、商

工会・農協・学校関係など役場を含め１１箇所から、役場のお知らせやイベントの告知などの情報

を〝音声・文字・画像〟を用いてリアルタイムで住民に伝えることができる。さらに、遠別町では

独自に「えんべつひかりタウン」というミニホームページを開設し、生活に便利な情報をＩＰ告知

端末上で確認できるようにしている。 

３３３３    「「「「えんべつひかりタウン」の開設と活用についてえんべつひかりタウン」の開設と活用についてえんべつひかりタウン」の開設と活用についてえんべつひかりタウン」の開設と活用について    

        「えんべつひかりタウン」は現在、次に示す７つのコンテンツで構成している。 

   ① 地震や風災害が発生した際の心得や非常持出品の準備等の情報を掲載する『防災豆知識』 

   ② 町内のイベントなどを写真で紹介する『写真館』 

   ③ 小学生向けの足し算や掛け算のｆｌａｓｈ素材を掲載している『学校』 

   ④ 町内の空き物件を掲載する『空き家バンク』 

   ⑤ 町内の求人を掲載している『仕事バンク』 

   ⑥ 家庭で不要となったものを必要としている人に無料譲渡できる『リサイクル掲示板』 

   ⑦ 子供向けのゲームコンテンツを掲載した『ゲームセンター』 

  中でも『空き家バンク』は、「遠別町内に不動産屋がないのであったら便利」という町民からの

声を受けて制作されており、町民にとって便利な情報を集約することにより、住民と行政とのコミ

ュニケーションを促進し、地域の活性化を図っている。 

４４４４    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  私は北広島市で市民参加推進事業を担当しており、日々の業務の中で市政情報を発信する際、広

報紙・ホームページへの掲載、ＳＮＳ（ｆａｃｅｂｏｏｋ・ｔｗｉｔｔｅｒ）との自動連携を活用

しているが、情報を見る住民が限られること、一方的な情報配信に偏り住民と行政のコミュニケー

ションが弱いことを課題として抱えていた。遠別町のＩＰ告知端末は、誰でも簡単に操作すること

ができ、役場のお知らせや、「リサイクル掲示板」等の住民にとって身近な情報をリアルタイムで

閲覧することができる。また、端末のタッチパネルを利用して簡単なアンケートに答えることもで

き、気兼ねなく行政とつながる仕組みづくりができていると感じた。 

  受信側の環境が整っているため、今後も住民の要望に合わせて多種多様な活用が期待できるとこ

ろも、住民が継続的にシステムを利用するうえで大きな魅力と感じるのではないだろうか。 

  市政は一般市民から見ると敷居が高く、市民が参加するものではないという印象を持たれること

が多い。遠別町のような住民と行政の距離を近くする取組が、市民参加推進への近道になるのでは

ないかと感じた。 



研修風景①　遠別町役場での研修 研修風景②　研修参加者に挨拶する笹川遠別町長

研修風景③　遠別町移住交流支援センターの調理設備 研修風景④ 移住交流支援センターの談話スペース

研修風景⑤ センター内部をを見学する研修参加者 研修風景⑥ センター内にあるNPO事務所

研修風景⑦ 地域おこし協力隊ＯＢとの質疑 研修風景⑧　遠別町移住交流支援センターで

研修２　遠別町における研修風景研修２　遠別町における研修風景研修２　遠別町における研修風景研修２　遠別町における研修風景



  研修３             苫 前 町 

――――再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化再生可能エネルギーを活用した農水産業の活性化――――    

 

■■■■苫前町の概要について苫前町の概要について苫前町の概要について苫前町の概要について                            厚沢部町農林商工課林業振興係 藤八 伸太郎 

１１１１    苫前町の概要について苫前町の概要について苫前町の概要について苫前町の概要について    

  苫前町は人口約３４００人で、留萌管内のほぼ中央に位置し、東は天塩山地、西は日本海に面し

ており、松前藩によりトママイ場所と呼ばれていた１７００年代から豊かな漁場として繁栄、山林

原野の開拓が進むにつれ入植者が増加し、１９４８年１０月１日に町制を施行した。 

  町の総面積は４５４．５３k㎡で海岸地帯は平地、東部は山岳地帯と森林地帯からなり、森林に

ついては総面積の８５％を占める。また、ヒグマによる日本史上最大規模の獣害事件が発生した町

としても知られている。基幹産業は農業であり、水稲・畑作・酪農等地域に応じた生産を展開する

とともに、漁業・林業も行われている。 

  苫前町で導入された再生可能エネルギーは、強い季節風を活かした風力発電、多い降雪量を利用

した雪氷熱エネルギーによる農水産物の保冷システムが上げられる。また、自然エネルギーや環境

に配慮したまちづくりをさらに推進するため、小学校への木質バイオマスの導入を計画している。                                        

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  厚沢部町は総面積４６０．４２k㎡で、森林面積が３７，７４４ha、うち人工林面積が７，６９

１haとなっており、総面積４５４．５３k㎡、森林面積３８，４１６ha、うち人工林面積７，５８

４haの苫前町と酷似しています。本町は林業の町ということもあり、再生可能エネルギーとして主

に木質バイオマスによる熱利用を推進しています。 

  今回、訪問した苫前町は、外出も控えざるを得ない程の季節風や、多雪地帯という、一見町にと

ってはデメリットでしかないような条件を逆手に取り、火力発電に比べ年間２万t以上の二酸化炭

素を削減するクリーンエネルギーの先進地とすることに成功しています。 

  厚沢部町は海に面しておらず、風もさほど強くないため、苫前町の取組を真似することは残念な

がらできません。しかし、弱点をメリットに代える各担当者様・関係者様の発想力に大変感銘を受

けたので、今後の政策立案や業務に活かしたいと思います。 

 

 

■■■■    風のまち風のまち風のまち風のまち    苫前町の風力発電苫前町の風力発電苫前町の風力発電苫前町の風力発電                            和寒町総務課 主事 三好 圭輔 

１１１１    苫前町の風力発電苫前町の風力発電苫前町の風力発電苫前町の風力発電    

  苫前町は平成１０年に初めて風力発電を導入し、現在は４２基５２８００kW(うち町管理分３基

２２００kW)の風車が整備されている。大陸からの季節風の通り道で、特に冬は毎日のように吹き

荒れる地吹雪に悩まされていた住民だったが、やがてこの「やっかい者」を楽しもうという発想に



転換し、昭和４８年から「北海道凧あげ大会」を開催した。そうすると今度は「遊びではなく、も

う少し身になるものはないか」と考え、導き出されたものが風力発電だった。 

  風況調査データと地理的条件を基に電力会社と協議し、町で３基の風車を整備したことで、新た

な景観が創造され「とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ」「とままえ夕陽ヶ丘オートキャンプ場」の

一帯を「夕陽ヶ丘ウインドファーム〜風来望」と名付け、風車公園として整備した。 

  同時期に国内初の本格的な民間企業による風力発電施設となった「苫前グリーンヒルウインドパ

ーク」では、３９基の風車が整備され、３万１千世帯分の電力を賄う一大事業となり、「風のまち」

として全国から注目を浴びるようになった。 

  現在では、苫前町長が「風力発電推進市町村全国協議会」の会長をつとめるなど、国内の風力発

電をリードし、クリーンエネルギーの先進地となっている。 

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  和寒町は「地球環境にやさしい再生可能エネルギーとの共生」を目指し、役場庁舎、保健福祉セ

ンター、図書館の燃料を木質バイオマスに切り替え、平成２６年２月にオープンした「農村体験交

流滞在施設エココテージ」では、地中熱エネルギーと太陽光発電を利用しています。風車のように

見栄えはしませんが、今ある自然を大切に活用しながら、ゆるやかに暮らせるまちづくりができた

らと考えます。 

  また、苫前町では雪冷熱を活用した温度管理を行っており、和寒町も積雪の多い地域ですので、

地域資源を有効活用するためにも雪冷熱エネルギーの活用について検討していきたいと考えます。 

 

    

■■■■    苫前町の農業苫前町の農業苫前町の農業苫前町の農業にににについてついてついてついて                    沼田町農業商工課農業商工Ｇ 主事 大山 勇太 

１１１１    苫前町の農業の苫前町の農業の苫前町の農業の苫前町の農業の概要概要概要概要    

  苫前町の農業は、水稲を中心に大豆や小豆等の畑作物の土地利用型作物の販売額の割合は４２％

を超える。また、蔬菜類の早出しメロンが、平成３年に「ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ」認証の取得に始ま

り、水稲や大豆等の認証取得も積極的に行い、苫前町は安全・安心なクリーン農業を積極的に取り

組んでいる地域である。 

  また、近年は農地の集積化が急激に加速し、１戸当たりの経営面積が拡大し、水稲・大豆・小麦

などの土地利用型作物の作付けが増えており、特に大豆においては、平成１８年の１６５haから現

在では３００haを超える作付け規模となった。 

  水稲・畑作・蔬菜の他に酪農業も盛んな地域で、町内では、１７３０頭の乳牛が飼養されている

が、昭和５５年当時５５戸あった酪農家が２２戸に減少し、多頭化飼養が展開している。 

  町営牧場では、育成牛の預託事業により多頭化する酪農家の省力化や経営の合理化を展開してお

り、道営草地整備事業等を活用し、草地の造成・整備を行い、飼料の自給率向上にも努めている。 

    

    



２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  私の町「沼田町」においても、平成８年の米の調製施設から始まり、平成１４年には生涯学習施

設の冷房、平成１６年には老人福祉施設の居室の冷房、平成２０年より直営農場の椎茸栽培に雪を

活用している。北るもい漁協においては、沼田町の「雪山センター」から、施設内を冷やすための

雪を購入いただいたと伺った。荷捌所内にある貯雪庫は、本町でも実施している「雪室」内の貯雪

方法と同様であった。 

  苫前町農協においては、実需の評判だけではなく、道内の主要産地からの調製の依頼を受けるな

ど、品質の良さが実需などのニーズに応え、生産者の生産意欲を向上させるためには欠かすことの

できない設備となり、設備投資以上の費用対効果があると感じた。 

  沼田町でも、調製施設が稼働後約２０年を経過しようとしている中で、今後大がかりな施設修繕

が必要となることから、施設の費用対効果を如何にして上げるかが重要となってくる。 

  沼田町では、町内の小学校での利雪学習や、７月の真夏に「スノーボード大会」や「雪合戦」、

生花店では花の貯蔵用保冷庫、一般住宅では雪冷房などで雪を活用し「町づくり」「人づくり」を

行っている。豪雪地帯では厄介者であった雪を上手に活用し、「町づくり」「人づくり」を行い、

大都市には負けることのない取組を今後も継続していきたい。  

 

 

■■■■    農業におけ農業におけ農業におけ農業におけるるるる雪氷雪氷雪氷雪氷エネルギーの活用エネルギーの活用エネルギーの活用エネルギーの活用            長沼町産業振興課 主事 田中 正則 

１１１１    苫前町農業協同組合苫前町農業協同組合苫前町農業協同組合苫前町農業協同組合    雪冷ハイブリット式低温倉庫について雪冷ハイブリット式低温倉庫について雪冷ハイブリット式低温倉庫について雪冷ハイブリット式低温倉庫について    

  苫前町の大豆の作付面積は本年、約３５０haとなり、過去５～６年と比較すると倍近くに増えて

いる。平成１９年から豆類においても「ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ」の認証登録を受け、クリーン農業へ

の取り組みを盛んに行っている。 

  再生可能エネルギーに関して苫前町は、風力発電で有名だが、その他に平成２２年には、北るも

い漁業協同組合が、町内にある荷捌施設を雪冷熱利用の定温荷捌施設に改良したことを受け、平成

２４年に既設倉庫を改修し、雪をスノープールに入れ、融解した冷水を循環させた熱交換機を使っ

ての冷却と電力方式を併用した「ハイブリット方式」の施設とした。 

  施設内の風道には、鉄ではなく木材を使っており、湿気による水滴の付着がないことや、腐食時

の修理を容易に出来る工夫もされている。 

  平成２４年からの運用のため、運用開始から１年ほどしか経っていないことから、節電効果の検

証結果はないが、少なくとも今まで使用していた電力量は、雪を使う期間があるために減少すると

思われる。特筆すべき効果としては、雪を利用して保存されている大豆は、消費者には大変好評で

あり、平成２４年産大豆から全量、契約栽培となった。 

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

        見学させていただいた穀物施設は、建設費用の捻出と雪の夏場の維持方法が難しいという以外に

デメリットと言えるようなものが無いように個人的には感じた。しかも、その保存方法が、人気の



火付け役になっているという話であった。 

  長沼町においても、大豆は全道１（平成２５年）の作付けと収穫量を誇っている作物であり、ハ

イブリット方式の定温貯蔵施設が建設できるのであれば素晴らしいことだとは思うが、設備投資に

は困難さが伴うと思われる。しかし、これらの施設の建設は、電気料の値上げや燃料の高騰と、こ

れからの時代には、確実に主流になるものだと感じた。 

 

 

■■■■    苫前町苫前町苫前町苫前町の漁業の概要の漁業の概要の漁業の概要の漁業の概要                            赤井川村総務課住民係 主事 久保田 直也 

１１１１    苫前町の漁業の概要苫前町の漁業の概要苫前町の漁業の概要苫前町の漁業の概要    

  苫前町の漁業の拠点としては、第３種苫前漁港と第１種力昼漁港があり、苫前漁港には、北るも

い漁業共同組合苫前支所や地方卸売市場、周辺には水産加工業者など３者が立地しているなど、絶

好の漁業環境が整っている。 

  苫前町の人口の約４０％が、漁業の中心地である苫前地区に集中しており、地区就業者人口の約

２０％が漁業と水産加工場等の食品製造業に携わっている。 

  また、苫前地区は北の日本海において、最大にして最高の漁場である武蔵堆に近隣しており、ホ

タテ稚貝及び半成貝の養殖漁業を基幹としながら、カレイ刺し網漁業、タコ箱漁業、エビ桁網漁業、

エビ篭網漁業、地元漁業者による浅海漁業から沖合漁業までの各種漁業が盛んに行われ、苫前漁港

は昭和２６年１０月１７日、利用範囲が全国的である第３種漁港に留萌管内で唯一指定されたこと

から、イカ釣り外来船の受入基地として、地元はもとより広域的な漁業拠点になっている。 

  また、近年の食の安心安全に関する消費者の関心が高まる中で、適正な衛生管理による食の安

全・安心の推進、雪冷熱を利用した鮮度維持による商品の付加価値向上、「北海道風車まつり」に

おける「エビ篭オーナー」などの企画により、地域の産業全体が相互に共同連携した取組を展開し、

水産業の活性化を目指している。 

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

        北るもい漁協苫前支所低温荷捌施設や、雪冷ハイブリット式低温倉庫等を見学し、北海道の生活

に密接に関わる雪をエネルギーとして有効的に活用した事例が特に参考になった。 

  苫前町の施策として自然エネルギーを全体のテーマにしており、環境にやさしいだけではないメ

リット、具体的には自然エネルギーを使っていることを前面に出し、消費者に清潔感や安心感を与

え商品をブランド化し、好評を得ている実績がある。 

  また、再生可能エネルギーを活用した施設の整備に関しても、最新の高価な設備で整えるのでは

なく、コストを最低限に抑え最大の効果を得る。それを町役場や各団体の工夫と協力連携により可

能にし、実践していることが一番印象に残った。今後は自分の職場で先進事例を作り出す為の事業

計画、業務のあり方を学ぶことができたと考える。     

 

 



■■■■    漁業漁業漁業漁業分分分分野野野野おけるおけるおけるおける雪氷雪氷雪氷雪氷エネルギーの活用エネルギーの活用エネルギーの活用エネルギーの活用        津別町建設課 主任  田島 博光 

１１１１    北るもい漁協苫前支所低温荷捌施設北るもい漁協苫前支所低温荷捌施設北るもい漁協苫前支所低温荷捌施設北るもい漁協苫前支所低温荷捌施設    

        苫前町は北るもい漁協と一体となり、平成２２年に衛生管理計画を作成し、荷捌施設改修工事を

計画した。計画に際し、町の政策である自然エネルギーの利活用を検討し、漁獲物の鮮度保持を図

ることを目的に雪氷熱を利用した荷捌所の冷却システムを考案した。 

  施設としては既存の荷捌所に３８個の雪を詰めたコンテナを収容できる雪貯蔵室を増築し、荷捌

所内の空気を雪貯蔵室に換気扇により吸気し、冷やされた空気を下部に設置された排気ガラリから

排気することにより、荷捌所内に冷風を循環させ、低温化するといったとてもシンプルなものであ

る。また、冬期間に雪をストックするため、近接した既存倉庫を内部にウレタンを吹きつけ、断熱

性を高め約５００ｔの雪をコンテナに詰め、６月から９月までの間に使用できるよう貯蔵している。 

  そのほか、荷捌所内に外気の流入を防ぐため既設シャッターを高速シャッターへ改修も行った。 

そのことにより、これまで１８～１９℃あった荷捌所内を１１～１３℃まで低温化することに成功

し、対象漁獲物の表面及び体内温度も約３．５℃下がり、当初の目的である鮮度保持の効果が得ら

れている。また、自然エネルギー利用のため電気代を節約し、Ｃｏ２の削減にも寄与している。 

  今後の課題としては貯蔵した雪を効率的に利用するために冷風吹出しガラリの開け方や利用時

間及び方法の検討、倉庫内で貯蔵している間に発生する融雪水（２５０／５００ｔ）の利活用など

が挙げられる。 

  本施設は道より漁協における雪氷熱の活用として新エネルギー部門にて平成２３年度北海道省

エネルギー・新エネルギー促進大賞を受賞している。また、この取組みにより水産物のブランド化

を図るべく、出荷する際に雪氷冷房市場と書かれたロゴマークをつけ市場関係者ならびに消費者へ

のＰＲも行っている。               

２２２２    研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと研修先への訪問を通じて学んだこと    

  今回視察した荷捌施設は、そもそも衛生管理の観点からも改修時期を迎えており、それに際し自

然エネルギーである雪氷熱利用による低温化を図れたとのことでイニシャルコストはもとよりラ

ンニングコストの軽減も図れ、大変優れた施設であると感じた。また、そのことをＰＲし、水産物

に付加価値をつける取組みもなされているとのことで、更なる可能性を秘めていると感じた。 

  今後の課題としては雪の貯蔵量・融雪水の再利用などが挙げられるが、農協の穀物貯蔵施設のよ

うに水熱源とのハイブリット化を図れば解消できるが膨大な建設改良費が必要になると思われる

ので低温化媒体を雪から氷に転換してはどうかと個人的に感じた。 

  津別町は内陸地にあり漁業施設はないため今回のような施設は必要ないが、農業における貯蔵施

設はあるのでそちらに対して何か応用できればと思う。それがエコタウン構築を目指す町の政策と

マッチするものと考え、来るべき時にこの研修で学んだものを提案できるよう準備したいと思う。 

 



研修風景①　苫前町役場での研修 研修風景②　研修参加者に挨拶する森苫前町長

研修風景③　雪冷房を導入した漁協荷捌き所 研修風景④ 荷捌き所に設けられた雪貯蔵庫

研修風景⑤ 古い倉庫を活用した漁協の貯雪庫 研修風景⑥ 苫前漁港の衛生管理型岸壁で

研修風景⑦ 豆類倉庫とスノープール（手前） 研修風景⑧　雪冷房で豆類の品質を保持する豆類倉庫

研修３　苫前町における研修風景研修３　苫前町における研修風景研修３　苫前町における研修風景研修３　苫前町における研修風景



 

 

 

 

 

 

 

 ２ 参加者アンケート集計結果  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



平成平成平成平成26262626年度市町村職員道内先進事例研修年度市町村職員道内先進事例研修年度市町村職員道内先進事例研修年度市町村職員道内先進事例研修    参加に関するアンケート集計結果参加に関するアンケート集計結果参加に関するアンケート集計結果参加に関するアンケート集計結果 

【回答数【回答数【回答数【回答数    16161616名中名中名中名中16161616名名名名    回収率回収率回収率回収率100100100100％】％】％】％】    

 

 このアンケートは、来年度以降の「市町村職員道内先進事例研修」について検討するための参考となるこのアンケートは、来年度以降の「市町村職員道内先進事例研修」について検討するための参考となるこのアンケートは、来年度以降の「市町村職員道内先進事例研修」について検討するための参考となるこのアンケートは、来年度以降の「市町村職員道内先進事例研修」について検討するための参考となる

ものですので、ご協力願います。ものですので、ご協力願います。ものですので、ご協力願います。ものですので、ご協力願います。    

 

 

１１１１    今回の道内研修について、どのように評今回の道内研修について、どのように評今回の道内研修について、どのように評今回の道内研修について、どのように評価しますか？価しますか？価しますか？価しますか？    

ａ 非常に有意義だった １５名 ９３．８％９３．８％９３．８％９３．８％    

ｂ 有意義だった １名 ６．３％６．３％６．３％６．３％    

ｃ あまり有意義だったとはいえない ０名 ０．０％ 

ｄ どちらともいえない ０名 ０．０％ 

 

２２２２    道内研修の開催時期等について道内研修の開催時期等について道内研修の開催時期等について道内研修の開催時期等について    

（１）今回、１０月に実施しましたが、時期としてはいかがでしたか？ 

ａ 今のままで良い １４名 ８７．５％８７．５％８７．５％８７．５％    

ｂ 時期をずらした方が良い １名 １２．５％１２．５％１２．５％１２．５％    

 

（２）（１）で「ｂ」に回答した方について、何月頃が良いとお考えですか？ 

     ○ ９月頃（もう少し暖かい時期に開催を希望する。） 

  ○ ７月頃（暖かい時期が良い。１０月以降は予算関係で忙しい。） 

 

（３）道内研修は、毎年開催（１回）していますが、どうお考えですか。  

ａ 今のままで良い １６名 １００．０％１００．０％１００．０％１００．０％    

ｂ 隔年開催が良い １名 ０．０％ 

ｃ 道内研修及び道外研修との統合（年１回開催） ０名 ０．０％ 

ｄ その他 ０名 ０．０％ 

 

（４）（３）で「ｄ」に回答した方ついて、どうすべきとお考えですか？ 

  ※ 該当なし 

    

３３３３    研修期間について研修期間について研修期間について研修期間について    

（１）３日間の研修期間について、いかがでしたか？ 

ａ 今のままで良い １６名 １１１１００．０％００．０％００．０％００．０％    

ｂ 短かった ０名 ０．０％    

ｃ 長かった ０名 ０．０％ 

 

（２）（１）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、どの位の期間が適当とお考えですか？ 

  ※ 該当なし 

    

    

    

    

    

    



４４４４    研修参加要件等について研修参加要件等について研修参加要件等について研修参加要件等について    

（１）参加人員は１８名以内としていますが（今年度の参加は１６名）、どうお考えですか？ 

ａ 今のままで良い １６名 １００．０％１００．０％１００．０％１００．０％    

ｂ 多い ０名 ０．０％ 

ｃ 少ない ０名 ０．０％ 

 

（２）（１）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方について、何名位が適当とお考えですか？ 

  ※ 該当なし 

 

（３）対象職員は一般職員（原則５年以上の勤務を有する３５歳以下の職員）としていますが、どうお考

えですか。 

ａ 今のままで良い １６名 １００．０％１００．０％１００．０％１００．０％    

ｂ 変えた方が良い ０名 ０．０％ 

ｃ 少ない ０名 ０．０％ 

 

（４）（３）で「ｃ」に回答した方ついて、どうすべきとお考えですか？  

※該当なし 

    

（５）参加費用については、交通費（在勤地～集合地）、宿泊代、昼食代を参加者負担としていますが、

どうお考えですか。 

ａ 今のままで良い １５名 ９３．８％９３．８％９３．８％９３．８％    

ｂ 変えた方が良い １名 ６．３％ 

ｃ その他 ０名 ０．０％ 

 

（６）（５）で「ｂ」又は「ｃ」に回答した方ついて、どうすべきとお考えですか？ 

○ 市町村の財政状況によっては、宿泊費まで助成があれば参加しやすい。 

   

５５５５    北海道内で公式訪問すべき場所（研修先）として推薦するところ及び機関等があれば、記入願います。北海道内で公式訪問すべき場所（研修先）として推薦するところ及び機関等があれば、記入願います。北海道内で公式訪問すべき場所（研修先）として推薦するところ及び機関等があれば、記入願います。北海道内で公式訪問すべき場所（研修先）として推薦するところ及び機関等があれば、記入願います。    

○ 十勝管内…人口減少が緩やかな地域のため 

○ ニセコ町    

○ 津別町…木質バイオマス発電に関する取組 

○ 函館市…新幹線開業に向けた駅周辺区画整理事業    

 

６６６６    今年度の研修テーマについて、どうお考えですか？今年度の研修テーマについて、どうお考えですか？今年度の研修テーマについて、どうお考えですか？今年度の研修テーマについて、どうお考えですか？    

○ 教育・福祉・農業と分野に偏りがなく大変貴重な体験になった。    

○ 自分の町でも課題になっているテーマであり、非常に充実した内容だった。    

○ 幅広いテーマ設定により、担当以外の分野以外のことを学ぶことができた。 

○ 広報、観光、産業を活かした、さまざまな分野での地域活性化の取組をテーマにしており、各分野

の仕事へ異動する自治体職員の研修として良かった。    

○ 健康、まちづくり、産業など、異なるテーマの学びができて良かった。    

○ とても学ぶことが多かった。今の自分と違う業務にも興味を持てた。    

○ それぞれの地域の特色があり、とても参考になった。 

○ 自分の町の取組と比較検討し、課題等が見えたので良かった。 

○ 研修分野のバランスが良く、いろいろな人が参加しやすいと思った。 

○ まちづくり、保健、産業など、多岐にわたり、大変充実した内容だった。 

○ 現在の職務に直接的に関係しないテーマもあり、少々戸惑いながらも研修に参加したが、間接的テ

ーマであっても話を聴くことができて良かった。 

○ 地域おこし協力隊の活動は、多くの自治体にとって重要だが、協力隊をうまく活用し切れていない



自治体もあり、継続して行程に組み込んでいくべきと考える。 

○ 担当外の業務に関する研修テーマでも、新鮮な気持ちで参加することができると思う。単一のテー

マにこだわらず、まちづくりには横断的な知識が必要となるため、畑違いのテーマでも参加してみる

と良い経験になったと思う。 

○ 福祉、教育、農林水産業と、さまざまな研修テーマで広く知識を得ることができた。何かに特化す

るのではなく、３日間という短期間で幅広い分野を学べたことがすごく良いと思う。 

○ どのテーマも先進的で今後、自分の業務を行う上で大変刺激になった。特に自分が興味を持ってい

る再生エネルギーの利活用は、今後さらに発展できるものと注目しており、先進事例の見学は非常に

有意義だった。 

○ 地域づくりに欠かせない３テーマだったと思う。担当職員の方から導入経緯や今後の課題を聴くこ

とができ、大変参考になった。 

 

（２） 研修テーマは、研修参加者の見識を深めていただくため、幅広いテーマ設定（保健福祉、地域

振興、産業振興等）を考えていますが、どのようにお感じですか？ 

ａ 今のままで良い １６名 １００１００１００１００．．．．００００％％％％    

ｂ 特定のテーマに絞り込むと良い １名 ０．０％ 

ｃ その他 ０名 ０．０％ 

 

７７７７    今後、取り組んでほしい研修テーマを記入願います。今後、取り組んでほしい研修テーマを記入願います。今後、取り組んでほしい研修テーマを記入願います。今後、取り組んでほしい研修テーマを記入願います。    

○ 雇用の拡大、人口流出につながった事例    

○ 今年度同様のテーマで良い    

○ 少子化対策（特に子育て支援に関すること） 

○ 職員自主研修や職員提案に関する先進的な取組 

○ 今後も多岐にわたる事業や産業についてテーマにして欲しい。    

○ 人口減少対策や行政と地域の協働    

○ 住民参加型まちづくりの実践事例 

○ 地域おこし協力隊ＯＢの話を聞きたい 

○ テーマにこだわらず、先進事例は「先進事例」と呼ばれているうちに見に行くのが良い。 

○ 教育委員会の新しい取組や林業関係（木質バイオマス）の新エネルギー 

○ 地域再生（〝やねだん〟のような実例を研修） 

 

８８８８    研修日程、訪問先及び全体を通じての感想をお聞かせください。研修日程、訪問先及び全体を通じての感想をお聞かせください。研修日程、訪問先及び全体を通じての感想をお聞かせください。研修日程、訪問先及び全体を通じての感想をお聞かせください。    

○ なかなか他市町の職員と話す機会がなく、日常的に簡単な疑問等があっても同じ市町では、意見が

偏る傾向があったが、今回の研修のように、宿泊を伴う研修だと意見交換をすることも出来、とても

参考になった。    

○ ２泊３日は長すぎず、短すぎず他市町村の職員との交流も深めることが出来ましたし、研修につい

ても座学と施設見学のバランスも良く有意義な研修となった。 

○ 自町で課題となっているテーマであり、今回視察させていただいた３市町の内容は非常に充実した

内容だった。    

○ 余裕のあるスケジュールで、安心して研修を受けることができた。事前質問調査ですが、事前配布

された資料の中から質問を考えるのが難しいと感じた。市町村によってはインターネット上の情報が

少ないところもあるので、もっと詳しく内容がわかるものがあればよかったと思う。 

○ お金をかけない工夫や様々な団体、住民との協力の中で先進事例が作り上げられているということ、

何より研修先の皆さんから、地域を発展させていくという仕事に対する姿勢を感じ「やる気」を分け

てもらうことができたと感じる。研修で共に学んだ方々との交流の中で見識を広め交流の輪を広げる

ことができた。    

○ 研修先では地域の問題点の解消に向け、固定観念等に捉われず事業を実施していることに刺激を受

けた。とても有意義な研修だった。    



○ 仕事で関わりがある分野だけでなく、他分野のことを学ぶことができ、今後の参考になるところが

あった。広いテーマで勉強できたことがよかった。ただ、事前に質問事項を挙げていたことに対して

の回答が（全くではないが）無かったことが少し残念だった。 

○ 年齢に上限があった影響か、参加メンバーの年代が近く、コミュニケーションが容易だった印象が

ある。一人で作成するより手間は掛かるが、レポートを連携して作成することも絆を深めるに役立つ

と思う。    

○ 先進事例研修というテーマのとおり、どの訪問先も素晴らしい事業を展開しており、大変参考にな

った。説明時間、見学時間も適切であり、集中して研修を行うことができた。各市町の講師の皆さん

に感謝申し上げたい。    

○ 同年代の職員が多く、普段ほぼ会うこともない管外の職員と交流することができたことが良かった。

三日間が意外と短く感じたので充実していたと思う。 

○ 初めて振興協会の研修に参加した。新たな人脈が作られ、新たな視点を持つことができる有意義な

研修だと感じた。参加者だけのグループ討論をする時間があればさらに内容の濃い研修になると思う。    

○ 今回の研修で、普段なら出会わない地域の人と交流したり、先進的な取組に触れることができた。

講師の方や研修生も、それぞれが自分の町や仕事、環境を良くしようという気持ちが伝わってきた。

若い内にこのような研修に参加できると刺激になると思う。    

○ 他市町村・振興協会の方たちと３日間過ごし、本当に楽しかった。自分にとって日本海側は未知の

地だったが、海沿いの市町村が多く、３日間の食事は本当に全ておいしかった。またプライベートで

も行きたいと思っている。他市町村の方と知り合えたことで、仕事等の場面での情報交換なども行っ

ていけるような仲になった。研修を主催した振興協会の皆さんや、交流できた仲間たちに本当に出会

えてよかったと思う。とても感謝している。 

○ 民間出身で行政経験がまだ１年半程度の自分が他市町村職員との研修・交流を持ち、気付いた点を

自分の業務に持ち帰り、良識を深めたいと考えて今回の研修に参加した。当初の目的は十分に果たせ

たと思う。ここで知り合った仲間たちと今後もさまざまな意見交換を行い、自分に足りないものを補

いながら、業務に当たりたいと思う。 

○ 先進的な事例学習、同世代の職員との交流が深まり、大変有意義な経験となった。研修内容の理解

を深めるため、視察先への質問事項の回答（一覧で配布等）があれば良かったと思う。    

 

９９９９    本協会の研修事業に対して、ご意見、ご要望があればお聞かせください本協会の研修事業に対して、ご意見、ご要望があればお聞かせください本協会の研修事業に対して、ご意見、ご要望があればお聞かせください本協会の研修事業に対して、ご意見、ご要望があればお聞かせください。。。。    

○ 対応を臨機応変にしていただき、とてもよい研修となりました。このような機会をいただき、感謝

いたします。    

○ 私の町は平成２６年度から、道内・道外の視察研修に参加させていただくこととなりました。振興

協会の研修事業がより多くの市町村職員との交流・研修の場となるよう、ＰＲしていただければと思

います。 

○ 今後も他市町村職員を繋ぐ事業を進めて欲しい。    

○ 次年度もこのような魅力的な研修が実施されることを期待します。 

○ 今回参加して、振興協会では初めてさまざまな研修を実施していることを知りました。道外研修や

海外研修もあり、個人的に興味を持ちました。参加できる機会があれば、また参加したいと思います。

個人で視察に行くというのはなかなか労力を要するので、このような研修機会を有効に活用したいで

す。 

○ 国外、道外、道内の研修ごとに年齢等の要件がありますが、現在は社会人枠の採用も増え、年齢と

経験年数がリンクしないので、市町村からの要望があれば例外も認めていただけると参加しやすくな

るかと思います。 

○ 今のままでよいと思います。 

○ 大変素晴らしい取組だと思います。今後も機会があれば研修に参加させていただきたいので、その

際はよろしくお願いします。 

○ 他の市町村の先進事例を勉強する機会、市町村職員交流を図る意味でも重要な研修だったので、今

後も研修事業を継続して欲しい。    


